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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８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、そしてお暑い中、委員の皆様には御出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。

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。

○香西課長補佐 研究指導課の香西です。よろしくお願いいたします。

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、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、委員２名全員、臨時委員３名中２名、岩渕委員についてはちょっと遅れているようです。

出席をいただいておりますので、本部会の成立要件を満たしていることを御報告いたします。

また、東海専門委員においては、本日所用により欠席しております。

以上です。

○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しました。

次に、事務局から配付資料の確認をお願いします。

○香西課長補佐 お手元にお配りしております配付資料の御確認をお願いします。

本日の資料ですけれども、封筒の上に置いておりますものが本日の資料になります。

配付資料一覧、議事次第、水産部会委員名簿、出席者名簿、座席表の次に資料１としまして、水産

研究・教育機構の平成28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28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28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28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３－２としまして、北方領土問題対策協会の平成28事業年度業務実績に

関する大臣評価（案）。資料４－１としまして、同じく北方領土問題対策協会の第３期中期目標期間業

務実績見込み自己評価、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見込みに関する大臣評価（案）。資料５としまして、委員

からの意見出し集計表になってございます。

あと、参考としまして、第７回国立研究開発法人審議会水産部会で配付しました資料一式をメイン

テーブルのみ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へお知らせください。
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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、議事録にまとめた後、その内容につきまして改めて委員

の御確認を得た上で農林水産省のホームページに公開いたしますので、御了承願います。

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28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。

○遠藤理事 水産研究・教育機構の研究開発と評価の担当で理事をしております遠藤でございます。

質問が３点ございましたので、私のほうからそれをまとめて回答させていただきます。

この質問は、６月28日の研発審に提出しました我々の自己評価に対しての質問でございますけれど

も、まず１つ目は、昨年度Ｃ評価であったものについての改善、これについては対応内容の記述はあ

るのか。記述がなければ加筆することということが辻委員のほうからありました。

これに対する回答でございますけれども、昨年度の評価でＣ評価となりました項目は、情報セキュ

リティ関係、パソコンの廃棄手続の不適切な事案でございましたけれども、これの改善につきまして

は、前回提出いたしました資料４－２、自己評価書の２ページの「３．項目別評価の主な課題、改善

事項等」の欄に記述しております。別添のほうについておりますけれども、後ほど御覧いただければ

と思います。

それから、自己評価書の92ページの第６、その他業務運営に関する重要事項の「情報セキュリティ

対策の強化」という項目でございますけれども、ここにも平成28年度に実施した業務の強化について

記述しております。

また、平成27年度大臣評価の指摘事項に対するフォローアップとしまして、昨年度にＣ評価とされ

ました事項の改善内容を、前回の６月28日の資料４－３にも記載しておりますので、これも御覧いた

だければと思います。

それから、質問の２でございます。

ウナギのロードマップのとおりの結果が得られていないことについてでございますけれども、これ

も辻委員のほうからでございました。

これにつきましては、ウナギのロードマップというのは、我々としては農林水産技術会議プロジェ

クト研究の中の「天然資源に依存しない持続的な養殖生産技術の開発」で示されたものを、当時の研

究指導課長が辻委員のほうに御提示申し上げたのではないかというふうに理解しております。

このロードマップには、平成28年度、これは事業の最終年度でございますけれども、平成28年度の

達成目標としまして１万匹規模でのシラスウナギを安定生産する技術を開発するということが記載さ

れております。我々機構としましても、最大限の努力を傾注しまして、その結果、人為的催熟技術の

開発、あるいは１トン水槽による新たな飼育システムの開発、それから従来サメ卵を使用していまし

たけれども、サメ卵に依存しない餌の開発、それからウナギ精子の大量凍結保存技術の開発などの顕

著な技術開発成果が得られたと考えております。これらの成果の創出によりまして、シラスウナギの
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量産化に向けまして、技術的には着実な進歩があったと我々としては考えております。

なお、当機構の評価の対象となりますロードマップにつきましては、当機構として別途作成してお

りまして、６月28日の研発審におきまして我々のほうから答弁しましたとおり、平成28年度のシラス

ウナギ量産に関する研究開発につきましては、28年度計画どおりに進捗したものと考えております。

それから、次のところには、ウナギの種苗生産は極めて難しいということが書いてあるわけでござ

いますけれども、ウナギというのは御案内のとおり、外洋深海域で産卵して、天然のウナギの仔魚が

そこで生息するわけでございますけれども、それらの生態が十分把握されていないという状況で進め

なければならないという、言ってみれば、ほかの魚種では経験したことのないような極めて難しい状

況下であります。

機構としましても、これまでの技術開発の成果、あるいは開発の過程で明らかとなってきた問題点

を今後の研究開発、技術開発に十分活用しまして、シラスウナギ量産に向けた研究開発業務を推進す

るということで考えております。

それから、質問の３でございます。

これは北海道においてシロサケ来遊状況、あるいは予測、これを水産試験場が調査していますが、

水産試験場との連携と役割分担について教えてくださいということ。それから、道外におけるシロサ

ケ来遊状況の調査状況、連携と役割分担についても教えていただきたいというような御意見が足立委

員のほうからございました。

これにつきましては、シロサケ資源は、都道府県知事が資源の管理を行うとともに「ふ化放流計

画」を策定して着実な実施を図るということになっておりまして、このため、採卵計画に必要な親魚

数を確保するため、来遊予測も北海道、あるいは道外の水産試験場が行っているということでござい

ます。

一方、我が機構では、北海道から本州にかけましての広い範囲で主要河川におけます回帰親魚年齢

組成調査等を行い、各道県の試験研究機関が収集した域内データとの情報交換を行って、全国のシロ

サケを含みます、さけます類資源状況の把握を行ってきております。また、日本系のシロサケの沖合

分布に関する調査を行いまして、これらの情報を水産試験場にも提供しております。

それから、さけます類は国際機関でも資源管理が行われておりますので、科学調査の分野につきま

しては我が機構が対応しておりまして、国際機関で得られた他の国のさけます類の資源情報につきま

しても、水産試験場と情報を共有しております。このような関係になっているということでございま

す。

以上でございます。

○金子部会長 ありがとうございました。

辻委員と足立委員から質問が出されて、それに対する回答をしていただいたわけですけれども、辻

委員、足立委員、何かコメントはございますか。

○辻専門委員 先に私から。
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○金子部会長 どうぞ。

○辻専門委員 ロードマップについては、技術的に難しいということがあるんですけれども、国民の

注目度も非常に高いので、やはりロードマップの内容と実際との評価といいますか、きちんととれて

いるということを今後に当たってしっかりと説明していただきたいと思います。

以上です。

○金子部会長 ありがとうございました。

足立委員、コメントございますか。

○足立委員 理解しましたけれども、連携というところは、具体的な一つのプロジェクトを連携して

行っているのでしょうかという質問だったのですよ。これを見ると、大体それぞれが行って情報提供

しているというようなことにとどまっているのでしょうかということです。

○遠藤理事 例えば我々のほうは、さけ資源の回帰率も下がっていますので、水産庁から委託を受け

まして、さけ資源の回帰率向上調査という事業を行っているわけでございますけれども、その際には2

8年度から我々の機構、具体的には担当は北水研と東北水研になりますけれども、北海道の総合研究機

構のさけます・内水面水産試験場、岩手県の水産技術センター、それから増殖関係の団体ですね、こ

ういった方々と共同で実施、取り組んでいるということもございます。

○金子部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。

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、事務局より事前に

資料送付を受け、各委員から意見出しを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したいと思います。

まず議題２の水産研究・教育機構の平成28事業年度業務実績に関する大臣評価（案）について、説

明をお願いいたします。

○井上課長 ７月10日付で研究指導課長を拝命しました井上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

昨年３月までは、水産研究・教育機構の経営企画部長という席にあって、計画を最終的に作った者

が初年度に評価するというのはどうかと思いますが、人事ですので、立場、立場で厳格にさせていた

だきたいと思っております。では、座って説明させていただきます。よろしくお願いします。

それでは、資料２－１、この意見の整理表というものでコンパクトに資料をまとめてございますの

で、これに沿って説明をさせていただきたいと思います。

この資料は、正式な大臣評価案より評価軸と指標、それから自己評価、大臣評価及び委員の意見を

抜き出して整理したものでございます。

まず各項目の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、時間の制約上、業

務実績につきましては主要なものを説明するにとどめまして、あとは評定について説明をさせていた

だきます。また、委員からの意見につきましては、評価案が妥当というコメントにつきましては、恐

縮ですが説明を省かせていただいて、それ以外の委員の意見について紹介をさせていただくという形
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をとりますので、よろしくお願いいたします。

めくっていただきまして、４ページ、研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事

項の１番、研究開発成果の最大化等に向けた取組の強化ということでございます。

これにつきまして、大臣評価案の真ん中ぐらいにございますが、「特に」というところに書いてあり

ますが、貝毒検査公定法への機器分析の導入により、ホタテ貝の出荷規制の適正化が図られたと。ま

た、養殖業者の収入増加に貢献しております。これは単年度で20億円ぐらい増えております。あとは

クロマグロの資源評価の信頼性の向上といったものも行いまして、国際機関における議論について我

が国が主導するということに関して貢献をしております。

また、イノベーションの推進として、新たに設立したプラットフォームにおける産学官連携、異分

野交流を通じた研究コンソーシアムにおいて、６件の研究課題が採択されるなど、イノベーションの

創出に向けた取り組みが進められておりまして、今後の成果の発現が期待できるのではないかという

ふうに考えております。

次の５ページでございますが、国際問題への積極的な対応に関しましては、特に米国の海洋大気庁、

ＮＯＡＡ等の国際的な研究機関とＭＯＵを締結するなど、積極的に外国との研究交流を行っており、

国際研究の進展に期待ができるというふうに考えております。

次の６ページでございますが、広報活動の推進ということで、特に千歳の展示施設を女子美術大学

との連携のもとリニューアルをいたしました。28年度来場者数は6,000名を超えておりまして、今後の

情報発信に大いに期待ができるというふうに考えております。

これらの内容を踏まえまして、研究開発成果の取り組みについては積極的に行われているというふ

うに考えております。特に貝毒検査公定法の機器分析の導入によるホタテ貝の出荷規制の適正化、ク

ロマグロの資源評価精度の向上、ＮＯＡＡ等との連携、それから新たに設立したプラットフォームで

の連携など、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出が期待できると認められるということから、Ａ

としたものでございます。

なお、今後の課題といたしましては、引き続き統合効果の発揮に向けた検討を進め、具体的な統合

効果の発現に向けた取り組みを強化する必要があるというふうに認識しております。

４ページに戻っていただきますが、高橋専門委員から災害等の緊急事態への迅速な対応やイノベー

ションの推進及び広報活動などに顕著な成果が認められることから、Ａ評価は妥当と考えられるとい

うコメントをいただいております。

５ページでございますが、東海委員から、国の重要施策に関する科学的知見の的確な提供の３点目

で「貝毒検査公定法への機器分析の導入によりホタテガイの出荷規制の適正化が図られたというふう

に書いてございますが、この場合は何をもって適正と考えるべきなのかと。ホタテ貝養殖業者の収入

増加、私が先ほど申しましたように20億円ぐらい増加しておるんですが、それよりも毒化した貝の出

荷をさせないことによって貝毒の被害を生じさせないということがより公的な役割として重要であり、

まずそれを記述すべきように思われるという意見をいただいております。
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次に、同じ東海委員から、国際問題への積極的な対応の３点目で、ＮＯＡＡ等の研究機関とＭＯＵ

を締結するとしておりますが、28年度内においては締結に合意したところまでであって、締結は29年

４月ということでございますので、表現ぶりをちゃんとしてはいかがかというふうな意見をいただい

ております。

それから、同じく東海委員から、発展途上国の研究者５名を受入れというふうに書いておりますが、

ＳＥＡＦＤＥＣからの４名と台湾からの１名ということですが、台湾は先進国扱いのはずですので、

記述を適切にしていただきたいという意見をいただいております。

次に、７ページでございます。

研究開発業務の（１）といたしまして、水産資源の持続的な利用のための研究開発ということでご

ざいます。

本年の主な業務実績として、評価軸２というところに書いてございますが、クロマグロのモデルの

改善が図られて精度が大幅に向上したと。それから、外国漁船等の操業実態を把握するために、人工

衛星を活用した解析を進めるとともに、マサバ太平洋系群の分析において中国漁船の漁獲の影響を加

味した評価を試行していると。これは新聞でも報道されましたけれども、実際は中国政府の公式発表

よりかなり多くとられているのではないかというような分析がなされております。

また、親潮水域の過去の水温塩分データの分析により、流量の長期的な弱化等が道東沖合の海水温

上昇の原因であるというようなことも、それがサンマの漁場形成を阻害しているということも明らか

になったということでございます。

あと、水産物推奨リストを発信するＳＨ“Ｕ”Ｎプロジェクト、こういうことを始めまして発信を

強化しているということでございます。

これらの実績があるということで、国が進める資源管理に大きく貢献するなど、中長期目標に照ら

し、研究開発成果の最大化に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業

務運営がなされていることから、Ｂとしたものでございます。

さらに今後の課題といたしましては、近年、主要資源でありますスルメイカ、サンマ、マイワシ、

サバなどの資源状況が大きく変動しております。例えばスルメイカは大幅に減っておりますが、一方

でマイワシは増加しているとか、そういう大きな変動がございまして、そういうものが漁業や加工業

に及ぼす影響が大きいということから、その変動メカニズムを解明するとともに、資源評価や漁海況

予測の精度向上を図る必要があるというふうに考えております。

委員からのコメントとしましては、７ページにございます辻委員から、大臣評価の今後の課題では、

スルメイカ、サンマ、マイワシ、サバなどのというふうに書いてありますが、連携関係にある海洋開

発機構の地球シミュレーターや農業総研のスーパーコンピューターをフル活用して、先々の予想は困

難と言わず、時代の要請としてあらゆる手法を駆使した取り組みが必要であるということ。

それから、マイワシ資源が急激に拡大しているということに関しまして、ＴＡＣの消化拡大となる

水産物加工や流通の研究が必要ではないかという御意見をいただいております。
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それから、東海委員から、評価軸の２の３点目で、親潮流量の長期的な弱化とあるが、量が弱化す

るという表現は余り適切ではないのではないかという御意見をいただいております。

それから、９ページでございます。

９ページは、研究開発業務の（２）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

の研究開発ということで、課題の柱の２つ目でございます。主な業務成果としては、評価軸１の２つ

目のパラでございますが、魚病抵抗性や低魚粉餌料に適応した家系の作出、ウナギ仔魚用の新規餌料

の開発に取り組んでいると。特に、スジアラの完全養殖の成功は、沖縄における新たな養殖魚として

期待ができるという状況でございます。

また、まき網漁業の目合いの違いよる小型魚逃避効果を明らかにするほか、いか釣り漁船へのＬＥ

Ｄ漁灯の導入効果を明らかにしているということがございます。

また、評価軸２の下のほうでございますが、船舶性能評価法に関する研究成果は、国際海事機関で

策定中の第２世代非損傷時復原性基準に対する日本国提案文書の基礎データとして利活用されている

と。また、漁港施設の簡易機能診断手法に係るマニュアルを改訂しているということでございます。

10ページを御覧いただきたいと思います。

評価軸３といたしましては、飼料、育種、機能性成分等について特許を申請中でございます。とい

うことがございまして、この（２）に関しましては、生産現場等が直面する諸問題に迅速に対応した

研究・技術開発を行っており、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、Ｂというふうに考え

ております。

また、今後の課題といたしましては、近年、回帰率が低下しているシロサケにつきまして、低下原

因を解明して回復のための方策を明らかにする必要があるというふうに考えております。

それから、委員等の意見といたしましては、戻っていただきまして９ページでございます。高橋委

員から、スジアラについて、主務大臣による評価では評価軸１に即して記載されているが、自己評価

に対応する記述がない。これを自己評価にも記載し、整合性をとることが望ましい。一方、主務大臣

による評価は法人の業務実績等・自己評価に基づくものである。法人の評価は主な評価軸、視点等に

基づく。これを踏まえると、法人の業務実績等・自己評価欄でのモニタリング指標に関する記述が不

十分である。評価軸１では、技術指導等、各種報道媒体等への掲載数など、評価軸２ではガイドライ

ン・マニュアル・指針等への成果の反映数、評価軸３では、外部資金の獲得件数、金額及び論文発表

件数がモニタリング指標となっている。資料４－３の中の該当ページを示しつつ、これらに関する数

値の要点を法人の業務実績等・自己評価欄に記載すべきである。大臣評価Ｂは、数値の達成度の場合1

00％以上120％未満である。Ｂが妥当かは、モニタリング指標に係る数値を精査した後に判断したい。

ちなみに、海洋・生態系モニタリングと次世代水産業のための基礎研究では、評価軸３のモニタリン

グ指標である遺伝資源の配布数については適切に記載されているという御意見をいただいております。

10ページでございますが、辻委員のほうから、多岐にわたる研究項目について、多くの成果を得て
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いる。特にスジアラの完全養殖、貝毒検査公定法、漁船の復元性能基準の基礎データのＩＭＯへの提

供などが評価される。今後の課題として、このところ中国の虎網・かぶせ網がある。これは一体いか

なる漁法なのかを日本サイドで検証し、生物資源に悪ければ国際会議の場で中止させる。逆にもし生

物資源に悪影響がない場合には、日本もＴＡＣ活用最大化として新規漁法を取り入れることが適当と

いう御意見をいただいております。

次に、11ページでございます。柱の３本目、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。

業務実績としては、評価軸１としましては、オーミクス解析技術を導入した育種研究、環境診断・

修復技術等の研究開発に着手するなど、チャレンジングな研究開発に取り組んでいる。評価軸２とい

たしましては、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と。評価軸３といたしましては、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いる。また、日本産水産物の輸出規

制を解除するための国際交渉の基礎データとして活用され、規制解除につながるなど、震災復興や風

評被害対策に寄与しているということでございまして、評価といたしましては、このような基盤研究

を行っておりまして、中期目標に照らして成果の創出や将来的な成果の創出等の期待が認められ、着

実な業務運営がなされていることから、Ｂとさせていただいております。

委員等の意見としては、高橋委員から、数値は大臣評価に大きな影響を与えるが、モニタリング指

標の数値に対する評価が曖昧である。評価軸３のモニタリング指標の一つである遺伝資源の配布数は

適切に記載されている。他のモニタリング指標についても、同程度の記載が必要である。資料４－３

の該当ページを示しつつ、これらに関する数値の要点を法人の業務実績等・自己評価欄に記載するべ

きである。大臣評価Ｂは、数値の達成度の場合100％以上120％未満である。Ｂが妥当かは、モニタリ

ング指標に係る数値を精査した後で判断したいという御意見をいただいております。

次でございます。12ページ、大きな項目の３番目、人材育成業務でございます。

本年度における主な業務実績としては、（２）にあります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、新入生に水産物を取り扱う産地市場や水産物の加工場など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動機づけ教育を行っている。

それから、自治体、協同組合、水産関連企業等の幹部等による特別講義等を実施し、最新の情勢・

動向等、産業界が求める人材等について理解させる教育を行っているということがございます。

（３）にございますとおり、水産に関する学理及び技術の教授に係る研究・教育対応研究として、

各学科の研究課題に応じて計60の小課題に取り組み、その成果を教育に反映させている。それから、

就職対策といたしましては、就職率は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86.2％になっており、計画を大きく上回っております。

次の13ページですけれども、学生生活支援等に関しましては、看護職員の正職員化、臨床心理士に

よる相談、メンタルヘルス対策体制の学生への周知等を図り、年間373件の学生からの相談に対応する
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など、学生支援の充実に取り組んでいる。

それから、（６）に関しましては、現在のカリキュラムの内容が学生や企業等のニーズに合っている

か等の検証を行い、エンジニアリングデザイン能力の習得を目指したアクティブ・ラーニング形態の

授業を開講するなど、教育内容の充実を図っているということでございまして、評価といたしまして

は、教育機関としての認定が維持されているということと、２級海技士の合格率が目標を上回ってい

ると。水産業及びその関連業界への就職割合は、先ほどお示ししたように86.2％に達しております。

また、合同企業説明会に参加した企業に対して、本校を卒業した従業員の能力についてアンケート

調査を実施し、５段階中の上位２段階である「十分評価」、「ほぼ評価」と評価された割合は３項目平

均で８割を超えているなど、業界に十分に認められている教育成果となっており、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ということから、Ｂという評価をさせていただいておりま

す。

今後の課題といたしましては、少子化が進行する中、受験者数が年々減少しております。現在のと

ころ確実に定員は確保しておりますが、引き続き学生を確保する取り組みを継続していく必要がある

ということでございます。

委員等の意見としては、戻っていただきまして12ページでございますが、佐藤委員から、教育界の

新たな潮流となっているアクティブ・ラーニングを随所で実践し成果を上げている。長岡委員からは、

水産業及び関連分野への就職割合、海技士免許の取得率など、目標を上回る実績を上げるとともに、

学生生活支援、学生確保等の課題に確実に取り組み、一定の成果を上げたという意見をいただいおり

ます。

次に、14ページを御覧いただきまして、次は業務運営の効率化に関する事項でございます。

１番として、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。

本年度の主な業務実績としては、真ん中あたりに書いておりますが、調達等合理化計画を策定し、

競争入札等推進委員会による事前審査、事後点検、契約監視委員会による事後点検、ＤＮＡ合成製品

の調達方法の見直し等、計画を着実に実行しております。

また、水産大学校の支援部門と本部の役割分担を明確にした上で、組織体制を構築しております。

さらに、機構全体の船舶の運航計画を精査し、55件の共同調査を実施するなど、調査船及び練習船

の効率的な運航体制を構築しているというような成果がございますので、業務運営の効率化と経費の

削減に取り組んでいるということから、所期の目的を達成していると認められるということから、Ｂ

という評価をさせていただいております。

委員等の意見としては、長岡委員から、一般管理費及び業務経費の削減目標を確実に実行。その他

の指標目標も確実に実行している。高橋委員からは、Ｂ評価は妥当だけれども、ただし評価の視点に

記されている法人内における適切な情報システムの整備が実施されているかは、本資料１からは読み

取れないという御意見をいただいております。

次に、15ページを御覧ください。
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財務内容の改善に関する事項でございます。

１番として収支の均衡でございますが、これにつきましては、予算に基づく支出の執行管理を行い

まして、収支の均衡が図ら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。

その項目に関しての委員等の意見としては、長岡委員から、適切な会計処理のもと、収益、費用と

も予算額に沿った収支管理がされ、決算が行われているという御意見をいただいております。

２番として、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、今年度は収益

化単位の業務ごとに予算と実績を管理する体制を構築しておりまして、所期の目標を達成しているこ

とからＢという評価をさせていただいております。

これに関しての委員等の意見としては、長岡委員から、予実管理がなされ、全般的に収入及び支出

とも少額の差で決算された。その中で収入の減は政府補助金であり、支出は予算額を下回っている。

セグメントごとにも同様に管理がなされており、初期の成果があったという御意見をいただいており

ます。

次のページを御覧ください。16ページです。

３番の自己収入の確保でございます。本年度の成果といたしましては、各種公募による競争的研究

資金におきまして、他機関との共同提案を含め、積極的に提案をして資金の獲得をしておるところで

ございます。

さらに、一番下でございますが、漁獲物の販売収入について、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うことでございます。

こういうことで、自己収入の安定確保に努めており、所期の目標を達成しているということから、Ｂ

という評価をさせていただいております。

委員等の意見としては、長岡委員より、公募による研究資金の獲得、知的財産権の許諾、研究施設

の貸出し等、外部資金の導入とその安定期な収入に努力しているものと評価できるというふうにいた

だいております。

また、辻委員から、大臣評価のとおり、積極的に資金確保に努めている。特に28年度では、ウナギ

の飲食店組合がウナギ研究の促進のため、寄附活動を展開している。このことは特記事項として記載

すべきではないのか。こうした寄附をアピールし、資金拡大を図る事例とすべきだという意見をいた

だいております。

次に、４番の保有資産の処分でございます。

保有資産に関しましては、不要財産となったものについては国庫納付手続等を進めているという業

務実績がございまして、これもＢ評価とさせていただいております。

委員等の意見としては、長岡委員より、不要遊休資産、主に土地でございますが、国庫納付、ある

いは売却の上、国庫納付に努めており、順調に推移している。また、資産の点検を行い、不要、遊休

化する資産の確認、方針策定も十分なされているというふうに御意見をいただいております。

また、辻委員から、北海道でさけますふ化場所が処分されているが、新しい水産基本計画ではさけ
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ますふ化事業を立て直すことになっている。北海道と本州のサケマス事業の協会も一本化、会長には

有力水産議員が就任している。ふ化場所処分を早まったのではないか、影響はないのかという御意見

をいただいております。

次に、17ページでございます。

その他業務運営に関する重要事項のガバナンスでございます。

本年度の業務実績でございますが、内部統制の推進に関する規程を整備するとともに、同規程に基

づき理事長のリーダーシップのもと、内部統制等の専任部署の新設、リスク評価、内部・外部通報制

度の整備等、着実に内部統制システムの強化を図っているというふうな成果があると思っております。

ということで、内部統制システムの充実、それからコンプライアンスの推進を着実に図っているこ

とから、Ｂ評価とさせていただいております。

委員等の意見としては、佐藤委員から、組織として内部統制にシステムを整備したこと、全職員に

研修を実施したことは評価したい。継続実施を望むという御意見をいただいております。

また、長岡委員からは、規程の整備や対応組織の構成などによる内部統制システムの強化を図って

おり、今期は当該問題は発生していないことから、Ｂ評価は妥当という意見をいただいております。

次に、人材の確保・育成でございます。

ここにつきましては、業務実績として、職員の採用に当たっては、研究開発力強化法を踏まえた公

募方式等の多様な採用方式を活用するほか、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、すぐれた人材確保に努めている。また、男女共同参画を推進するために必要な就業

規則の改正と行動計画の策定を行っているということがございまして、中長期目標における所期の目

標を達成しているということから、Ｂという評価をさせていただいております。

委員等の意見としては、長岡委員から、中長期的な人員、人材策定、採用活動を行うとともに、評

価制度、評価者研修などを実施し、育成・人事評価の適正な運用に努めているという御意見をいただ

いております。

次に、18ページでございます。

情報公開の推進等ということでございまして、業務実績としては、ホームページの公表、それから

開示請求等に対応しておりまして、これについてもＢという評価をさせていただいております。

委員等の意見としては、長岡委員から、ホームページでの公表、開示要求への対応等、適切に目標

を達成したというふうな御意見をいただいおります。

次に、４番の情報セキュリティ対策の強化でございますが、全職員を対象としたｅラーニング研修、

標的型メール攻撃訓練を実施しているというような実績がございまして、これにつきましても所期の

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。

委員等の意見といたしましては、長岡委員より、専任部署の設置、体制整備、研修の実施等により

目標が達成されたと評価する。あえていえば、今後は物理的な対策、オンラインシステムを情報系と

通信系に分離する等も検討されてはいかがかという御意見をいただいております。
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最後に19ページでございます。

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、労働安全関連法令に基づく職場の安全衛生の点検等を実施、それから

ハラスメントに関するｅラーニング研修等を実施しております。また、水大校においては、薬物乱用

防止講習等も実施しているところでございます。このようなことをやっておりまして、労働安全衛生

法に基づく是正勧告等は受けたものの、適切な是正措置を速やかに講じており、業務運営全体の状況

を勘案し、中長期目標に関する目標を達成していると認められることから、Ｂとしたところでござい

ます。

今後の課題といたしましては、労働安全衛生法に基づく是正勧告等については、是正措置の実施、

全庁舎における点検の確認など適切に対応しているが、引き続き労働安全に関する意識の向上を図る

必要があるというのが課題というふうに考えております。

委員等の意見といたしましては、長岡委員より、労安法、労災防止策、薬物取扱い、労基署への対

応等、多岐広範囲にわたる対応に努力されているというふうな御意見をいただいております。

東海委員からは、ハラスメント相談窓口の設置及びハラスメントに関するｅラーニング研修を他の

列記をしながら職場の安全衛生の確保に努めているとまとめているが、これらハラスメントに関する

事項を職場の安全衛生に含めて扱うことに違和感を持つ。ハラスメントは、快適な職場の環境の確保

としてまとめるべきではないかと思われるという御意見をいただいております。

その他といたしましては、ここに書いてあるとおりでございまして、中長期目標の所期の目標を達

成していると認められているということから、Ｂという評価をさせていただいております。

説明は以上です。

○金子部会長 ありがとうございました。

まず、平成28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、ただいま紹介のあったとおりでございます。

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事項がありますので、審議をお願いします。

資料２－１の５ページの第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、東海委員から評価をＡとすることについては特に異論はない。ただし、評定に至った理由の記

述については、以下の点を指摘したいということで５ページにございますとおりですけれども、これ

を全部読んでいくのは大変ですので、適宜ポイントを拾いながら進めていきたいと思います。

最初のところは、ホタテ貝の出荷規制の適正化が図られたというところだと思いますけれども、何

をもって適正と考えるべきなのか。ホタテ貝養殖業者の収入増加よりも、毒化した貝の出荷をさせな

いことによって貝毒の被害を生じさせないということがより公的な役割として重要であり、まずはそ

れを記載するべきことのように思われるということであります。

次のパラグラフが、国際問題への積極的な対応の３点目で、ＮＯＡＡ等の国際研究云々というとこ
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ろですけれども、これは日付の問題かと思います。締結に合意する、締結が平成28年４月18日になっ

ていると、正確な記述に心がけるなら「締結に合意する」と書いておくべきであるということです。

そして、第４点目で、発展途上国から研究者５名を受け入れたということですけれども、ＳＥＡＦ

ＤＥＣから４名、台湾から１名ですけれども、台湾は先進国扱いであるということから、この文言の

修正を求めたいということであります。

残念ながら、本日、東海委員が欠席しておりますので、東海委員からの説明を聞くことはできませ

んが、これにつきまして事務局から説明は特にございますでしょうか。

○井上課長 それでは説明をさせていただきます。

この意見につきまして、そのとおりといった部分が非常に多々ございまして、適宜修正をさせてい

ただきたいというふうに考えております。

まず最初に、貝毒の話でございますが、確かに現在の従来法の問題点はマウスが貝毒以外の原因で

死ぬ、いわゆる偽陽性、偽の陽性という問題があったということで必要以上の出荷制限が生じていた

ということで、機器分析によって偽陽性がなくなったということと、あとは迅速な判定ができるよう

になったということがございまして、そういう意味で修正案といたしましては、ここの部分に関しま

して、「特に貝毒検査公定法への機器分析の導入により」、そこまでは従来と同じですが、「迅速かつ正

確な貝毒検査が可能となり、より安全性が担保されるとともに、従前のマウス法で見られた偽陽性判

定がなくなったことから」というような文言を入れさせていただいて、修正をさせていただきたいと。

具体的な文言につきましては、こういう方針でよろしければ、部会長と私どものほうで適宜文章を修

正させていただければというふうに考えております。

それから、２つ目のＭＯＵの締結ですが、もうこれはまさにそのとおりでございまして、締結に合

意をしたというところで、締結したということではなくて「締結に合意した」というような文章に修

正させていただきたいというふうに考えております。

それから３点目でございますが、これもまさに御指摘のとおりでございまして、これについては修

正案としては、細かく書くか、それともまとめて書くかというような話もありますが、これについて

は事実関係を正確に書くということにさせていただきたいと思っております。これにつきましても、

部会長と相談して文言を修正させていただければというふうに考えております。

以上です。

○金子部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

では、続きまして、７ページをお願いします。７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、辻委員から御指摘がございます。

これは直接、辻委員のほうから御説明いただけますか。

○辻専門委員 前回の６月のときも申し上げましたが、業界目線、国民目線ということで非常に資源

の変動が大きくなっておりまして、関心が高いということで、遠藤理事のほうから単年度の、１年魚

の魚もあるのでなかなか難しいということなのですけれども、２年魚、３年魚、あるいはある程度の
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タームで、レジームシフトなどで変動しているものもありますので、非常に関心の高い事項ですので

難しいということはわかるんですけれども、ある程度の方向性をぜひ示していただきたいということ。

それから、あと連携がありますので、連携との状況というものをひとつお示しいただければありが

たいと思います。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの御説明につきまして、事務局のほうから何かございますか。

○井上課長 では、大臣評価にかかわる部分なので、私のほうから簡単に、これはもちろん水産研

究・教育機構からデータをというか、事実関係を聞いた上で回答させていただきますが、28年度まで

の資源変動要因分析調査及びその後継事業で、資源のメカニズムの解明に取り組んでいるということ

と、スーパーコンピューターに関しましては、既に筑波にある農水省のスーパーコンピューター、こ

れは地球シミュレーターに比べれば能力的にはかなり落ちるのですけれども、それでも私どもの研究

を実施していく上では十分な能力を持っておりまして、そのスーパーコンピューターも活用して海洋

環境モデルというようなものも動かしておりまして、そういう形で引き続き対応するということ。

それから、そういうものに関しまして、シミュレーションというのは基本的にモニタリングデータ

を入れ込んで、いかによりよいシミュレーションにしていくかということが重要だというふうに考え

ておりますので、水産研究・教育機構が現在も継続しておる幅広いモニタリングに関しまして、その

データを入れ込んで精度を向上させていくということで、引き続き鋭意研究を進めてまいりたいとい

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。よろしいでしょうか。

ただいまの御説明に何か御質問、御意見がありましたら。よろしいですか。

特段の御意見がないようですので、ただいまの御意見のとおりとしたいというふうに思います。

○香西課長補佐 原案どおりということでよろしいですか。

○金子部会長 それでは原案どおりとさせていただきたいと思います。

同じ項目についてですけれども、同じ７ページ、下のほうになりますけれども、東海委員から評定

をＢとすることについては特に異論はない。ただし、評定に至った理由の記述については以下の点を

指摘したいと、これは短いので読ませていただきます。

「評価軸２」の３点目で、「親潮流量の長期的な弱化」とあるが、「量」が「弱化」するという表現、

あるいは親潮自体に「弱化」という言葉を使うことは科学的に適切であろうか。該当する「主要な業

務実績」の箇所を見ると、「親潮流量の減少」とある。との意見ですけれども、事務局のほうから御説

明をお願いいたします。

○井上課長 もう言いわけの言葉もなく、「親潮流量の長期的な減少」という言葉にかえさせていただ

きます。

○金子部会長 これは、そのようにしていただければよろしいかと思います。

それでは次に、９ページをお願いしたいと思います。
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９ページは、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、高橋委員から意見がございます。

それでは高橋委員、まずは簡単に概要の御説明をいただけますか。

○高橋専門委員 評定Ｂには特段の意見があるわけではございません。それに至るまでの資料がわか

りにくいといったところでございます。

わかりやすかったものは、一番下にございます遺伝資源の配布数なのですが、これはよくわかりま

した。それと同じレベルのところで、ほかの指標のところの記述がわかりにくかったかなといったと

ころです。そこさえ何らかの形でわかりやすくしていただければよろしいかなと、そういったことで

ございます。

以上です。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまのコメントに関しまして、事務局のほうから説明をお願いします。

○井上課長 それでは、これにつきましては資料２－２を見ていただきたいんですが、資料２－２を

めくっていただきまして、ページを振っておりませんが……、最初のほうの何枚かをめくると、こう

いう縦横の主要な経年データ、モニタリング指標、定量的指標という欄がございます。ここに、先ほ

ど言いました委員から御指摘のあったモニタリング指標につきましても、全て数字としては入ってい

るところでございます。

○金子部会長 すみません、何枚目ですか。

○井上課長 すみません、ページが上のほうにあります。「Ｈ28年度－４」と上のほうにページが振っ

てあります。下のほうに「Ｈ28年度－５」というふうに振ってあるページでございます。ここにつき

まして、評価指標だけではなくてモニタリング指標につきましての全ての数字を入れております。

このモニタリング指標と評価指標等の関係でございますが、実は私、これは水産研究・教育機構の

経営企画部長時代にこの案をつくるときに一番悩んだところで、これは総務省のほうからもかなり向

こうも気になるんだろうなということで、総務省のＱアンドＡに、評価指標とモニタリング指標がど

う違うのかということに関してＱアンドＡがございまして、評価指標というのは、その指標の達成状

況が直接的な評価、評定の基準となるものであるということでございまして、これにつきましては、

目標として何点以上とか何本以上とかという基準がありまして、それの100から120％がＢ評価という

ふうに決まっております。

一方で、モニタリング指標というのは、正確な事実を把握し適正・厳正な評価に資するために必要

な指標ということで、その指標の達成状況が直接の評価の基準となるものでなくて、定性的な観点も

含めて総合的に評価するときの基礎情報としてあるということなので、実をいうとモニタリング指標

は、その基準値が定められておりません。それに何本以上とかというのはモニタリング指標について

はございません。

ということなので、最初は私どもも香西補佐の前任から、モニタリング指標をいっぱいつけろとい
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う、これは総務省の指示なのですけれども、それもあって、そうは言われてもそんなに数字を出して、

これが下がっていったらどうするんだという話をしたんですが、モニタリング指標は今言ったように、

あくまでも定性的な評価と厳正な指標の補足する基礎データなので、増減は強いて言えば問わないと。

ただ、それをきちんと、なるべくデータとして出していくところが大事だというふうに言われており

ます。

ということで書かせていただきましたが、それで戻っていただいて、さっき言った資料２－２のＨ2

8年度－４とか５と書いてあるところを見ていただければわかるとおり、これは基準値等がないものは

モニタリング指標ですけれども、少なくともこれは年度ごとに数字が入っていくことになってござい

ます。ですから、今年は初年度ですのでなかなか難しいところでございますが、これはある程度評価

は年数を重ねていきますと、モニタリング指標についても過去と比べたらどうだったのかという評価

はわかるようになりますので、初年度はちょっとその意味でわかりにくいのでございますが、将来的

にはそういう形で参考情報として重要になっていくというふうに考えておりますので、記載としては、

なかなか文章の中には入れ込めない、例えば先ほど御質問があった、遺伝資源の配布数とかというの

は、私どもとしては重要な成果だと思って数値としても入れましたけれども、その数字そのものは全

ての数字を入れ込んで評価をするということにはなっていないということで、御理解をいただければ

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。

評価指標、あるいはモニタリング指標というのはちょっと使い方がなかなか難しいようですけれど

も、高橋委員、いかがでしょうか。

○高橋専門委員 わかりました。よろしくお願いします。

○金子部会長 ありがとうございます。

そのほかに御意見ございますか。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。

引き続き、ページでいうと今のが９ページで、次が同じ項目について、辻委員から10ページ、多岐

にわたる研究項目について、多くの成果を得ている云々というのがございます。

これも辻委員のほうから概要を説明していただきたいと思います。

○辻専門委員 なお書きのほうは私のほうの意見として、これからの課題として私見を述べさせてい

ただきましたので、新しい水産基本計画でもＴＡＣの最大化というようなこととか規制緩和とかとい

うことがテーマになっておりますので、そういった意味で私見をここに述べさせていただいたので、

聞き置いていただければありがたいと思います。

○金子部会長 ちなみに、この虎網とかかぶせ網はどんなものなのですか。

○辻専門委員 これは集魚灯を向かわせるわけですね。そうすると、普通ですと、日本ですとまき網

がありますけれども、それを１キロとか２キロとか、すごく長いやつで、半分トロールみたいなやつ

ですね。それで引っ張って、まき網の何倍もの面積の魚をとるというものです。
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これは日本では禁止されているんですけれども、中国は1,000隻ぐらいあると言われておりまして、

これによって東シナ海のほうの資源はほとんど枯渇状態というようなことで、それが日本の二百海里

の外に太平洋のほうに来て、盛んにサバをとったりしておりまして、先週会議がございましたけれど

も、日本と異質な、違う漁法をやっているということです。よろしいでしょうか。

○金子部会長 ありがとうございます。

これにつきまして、事務局のほうから説明はございますでしょうか。

○井上課長 もう辻委員がおっしゃっているとおりなのですけれども、ただ私どもとして実は悩んで

いるのは、当然、漁法としてはいい悪いというのは余りなくて、要するに環境を完全に破壊するよう

な、例えばフィリピンで行われるダイナマイトでばんと爆発して魚をとるとかは環境に悪影響を与え

るんですが、明らかにそういう環境に悪影響を与えない漁法に関しては、それがいいか悪いかは、ひ

とえに資源管理措置全体の中で考えていくべきものだと思っておりまして、当然それは先ほど辻委員

からも御指摘ございましたが、今後、水産基本計画でいろいろ検討を進めた中で、そういうことも必

要に応じて検討していくのかと思っています。

ただ、１点だけ申し上げますと、虎網はたくさん確かにとれるんですけれども、あれが網の性能な

のか、それとも明かりの威力なのか、日本のまき網でも水中に集魚灯を入れて寄せるんですけれども、

それは光力の規制があって、そういう規制の中での話ですけれども、彼らはもうそんなものじゃない

比で火をたいて魚を集めますので、確かに虎網漁法そのものも効率的ですけれども、それに加えて光

の威力というのはものすごくあるんじゃないかなと思っていまして、ただそれを本当に、今おっしゃ

ったように東シナ海の資源は本当に危ない状態になりつつあるようなものを日本の中で導入するとい

うことになると、極端なことを言うと、例えばまき網の数を大幅に減らしてそれを入れるとか、そう

いう全体の大きな枠組みの話になりますので、水産庁として慎重に検討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。

ただいまの御説明に何か御意見、御質問はございますか。よろしいでしょうか。

特段の御意見がない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。

続きまして、11ページに移らせていただきます。

11ページ、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について、高

橋委員から意見が寄せられております。

これも高橋委員、よろしくお願いします。

○高橋専門委員 これについては先ほどと同じような内容ですので、記述もございますので、承知い

たしました。

○金子部会長 ありがとうございます。

ほかに何かこれにつきまして御意見ございますでしょうか。これにつきましては、事務局から改め

て御説明いただかなくてもよろしいかと思います。
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特段の意見はないようですので、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。

引き続きまして、14ページの業務運営の効率化と経費の削減に関する事項につきまして、やはり高

橋委員からコメントがあります。

これも簡単に概要をお願いします。

○高橋専門委員 法人内の情報システムですけれども、これについては記載が、評価のところの記述

はどこに対応するかわかりませんでしたので、教えて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します。

○井上課長 これは自己評価の業務実績の（３）にございまして、厚いほうの……

○金子部会長 資料２－２ですね。

○井上課長 資料２－２の70ページの自己評価、業務実績、３というところにございます。

右側から２つ目の欄の……少々お待ちください。

失礼いたしました。74ページの（３）組織・業務の効率化ということでポツが２つございますが、

その２つ目のところに「情報システム等の整備について、旧水産総合研究センターに導入済みの就業

管理システムを、水大校にも新たに導入した。さらに、法人統合後の理事会等を効率的に行うため、

テレビ会議システムを導入した。」という記述で、全体の中で埋没してしまって恐縮ですけれども、一

応ここに記述がございます。

○金子部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明に何か御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいですか。

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。

次は、１つ飛んで16ページですね。16ページの自己収入の確保に関する事項について、辻委員から

意見が寄せられております。

これも辻委員、よろしくお願いします。

○辻専門委員 これはウナギの研究について応援団があらわれたということで、ウナギの飲食業組合

が自発的に寄附活動をやって寄附金をいただいたということなので、そういうことももう少ししっか

りアピールされてはいかがかという趣旨でございます。

○金子部会長 ありがとうございます。

それでは、事務局のほうからお願いします。

○井上課長 一応、こういう報告書の中では余り固有名詞は出さないということやっておりますが、

いただいたことに関しましては、対外的に広報はちゃんとしておりますので、それについては引き続

き皆さんにわかるようにやっていきた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。

有益なコメントをいただいたということかと思います。
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ただいまの御説明に御質問、御意見ございますでしょうか。

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。

次が、同じく16ページの保有資産の処分に関する事項について、やはり辻委員から御指摘がありま

す。

辻委員、よろしくお願いします。

○辻専門委員 さけますふ化事業については非常に注目されているというか、見直そうということで

機運が高まっております。そういった中で、一方でふ化場が売却されるというのはどうなのかなとい

うので、影響は出ないのかということを心配いたしました。

○金子部会長 では、事務局のほうからお願いします。

○井上課長 これに関しましては、独立行政法人との主要な事務及び事業の改廃に関する勧告という

のが出されておりまして、その内容を踏まえてやっているんですが、実際は結論から言いますと、ふ

化飼育施設がある場所については減らしておりません。

一例で申しますと、北海道の函館市のそばにある八雲さけます事業所で申しますと、八雲の駅前、

歩いて行けるところに普及とかモニタリングをする庁舎、建物があって、そこから車で30分ぐらい、

山の中に入ったところに八雲のふ化飼育施設があるふ化場があるんですね。

今回はその八雲の駅前の一等地にあった、モニタリングを行う施設のあった事業所用地を売却し国

庫返納して、職員は通勤が大変なのですけれども、ふ化場の中に建物を増築いたしまして、そこにモ

ニタリングをする担当職員の部屋もつくりまして、そういうことで逆に言うとモニタリング専門とふ

化専門とかということではなく、効率的に業務ができるよう施設の集約化を行い、そういう形にして

おりますので、一切、ふ化飼育施設は廃止しておりませんので、大丈夫でございます。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの御説明に何か御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

特段の意見がないようでしたら、原案どおりとさせていただきたいと思います。

次は18ページをお開きください。

情報セキュリティ対策の強化に関する事項について、長岡委員から意見がございます。

それでは長岡委員、よろしくお願いします。

○長岡臨時委員 特段の意見ということではないんですけれども、実際機構としてどれだけの情報量、

情報の機密性を持たれているのかわからないんですけれども、最近そういった情報系の汚染とか盗難

とかいうことが心配されておりますので、こういう物理的な対策をとられているのかどうかわかりま

せんけれども、検討されてはというふうに追記させていただいたということです。

○金子部会長 ありがとうございます。

これにつきまして、事務局のほうからコメントをお願いします。

○井上課長 御指摘のとおり、分ければ分けたほうが確実に安全性が高まるということは私どもも承

知しております。ただ、費用の問題があるというのが１点と、基本的に水産研究・教育機構は全部筑
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波の農林水産技術会議の研究所の情報システム上に乗っかっておりまして、これは農林水産省の監督

のもと、かなり厳格なセキュリティ管理をやっておりますので、過去にこれで本当に問題になるよう

な漏えいとかは一応起きていない状況にございますので、そういう中で今後もやっていきたいと。

私も出席したことがありますけれども、そういうセキュリティ関係の会議みたいなものもあって、

どんな体制がとれるかということは常に検討しておりますので、可能な限り対応をとっていきたいと

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。

ただいまの御説明に何か御質問、御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したら、原案どおりとさせていただきます。

次が19ページになります。

19ページ、環境対策・安全管理の推進に関する事項について、東海委員からコメントが寄せられて

おります。

ハラスメント相談窓口の設置及びハラスメントに関するｅラーニング研修を他と列記しながら、職

場の安全衛生の確保に努めているとまとめているが、これらハラスメントに関連する事項を職場の安

全衛生に含めて扱うことに違和感を持つと。ハラスメントは、快適な職場の環境の確保としてまとめ

るべきと思われるという意見が出されております。

これにつきまして、事務局のほうから説明をお願いいたします。

○井上課長 御指摘を踏まえまして、ここのところは安全衛生に係る文章とハラスメント窓口等々に

係る文章を２つに分けて、ポツを１つふやしまして修正をしたいと思います。実際の修正につきまし

ては、部会長と私どもで相談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。

ただいまの御説明に何か御意見、御質問はございますか。

特段に御意見がないようでしたら、そのようにさせていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。

このほかの項目においては相反する意見は出されておりませんが、これらの意見について、特段の

意見等ございますでしょうか。

ないようでしたら、ただいま決定した事項については、その内容に変更することとしますが、28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。資料５を御確認く

ださい。

一覧表になっているものだと思いますけれども、資料５、参考意見を付すということでお認めいた

だきたいと思います。よろしいでしょうか。

（異議なし）

○金子部会長 ありがとうございます。異議なしということで……。どうぞ。
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○高橋専門委員 私のところが「保留」としていますけれども、保留はとっていただくということで

よろしくお願いします。

○金子部会長 失礼いたしました。

高橋委員のコメントの中に評価を保留するという表現が何箇所か出てきたかと思いますけれども、

それは削除ということでお願いいたします。

ほかによろしいでしょうか。

それではお認めいただいたものとさせていただきます。どうもありがとうございます。

ここで説明者が交代いたしますので、一旦休憩とさせていただきます。どうもありがとうございま

す。

10分間休憩で、２時55分から再開ということでよろしくお願いいたします。

午後２時４５分 休憩

午後２時５５分 再開

○金子部会長 それでは、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28事業年度業務実績及び第３期中期目標期間業務実績見

込みに関する大臣評価（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 水産庁水産経営課長の清水と申します。本日はよろしくお願い申し上げます。

独立行政法人北方領土問題対策協会につきましては、こちらの内閣府との共管になっておりまして、

水産庁関係では北方四島の旧住民、旧漁業権者の方を初めとした旧住民並びにその承継者の方に対し

て事業、生活のための資金を貸し付けるという事業をやっておりますので、そこについて水産庁の目

で評価をしたということでございます。

資料につきましては、資料３－１を御覧いただきたいと思います。こちらが28事業年度の自己評価

に対します大臣評価案になっております。

お開きいただきまして、１ページのところを御覧ください。

この評価の指標につきましては、左の項目にあるとおり、定量的指標といたしましては、これは融

資の事業でございますので、リスク管理債権の比率を2.21％以下に抑制、そして資金メニューの一つ

であります子供の修学の資金についてでございますけれども、こちらは新規及び更新契約時に成人に

達した修学者と連帯債務契約を締結すると。これは80％を達成目標とするということでございます。

３つ目がリスク管理債権の残高を前中期計画期間中の目標額の90％以下、これは後ほど出てまいり

ますけれども、この額に抑制するという、この３つが定量的指標でございます。その他の指標といた

しましては、融資制度についての説明・相談会等を実施したか、そして融資メニューの見直しに向け

て取り組んでいるか、そして融資資格者の承継について的確な審査を実施しているか、そして個人情

報の適切な管理の取り組み状況ということでございます。

評価の視点につきましては、関係金融機関との連携により制度利用の円滑化は進んでいるかどうか、

そして借入者の返済能力等を勘案しつつ審査が行われているかどうか、そして信用リスクの管理が適
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切に行われているかということでございます。

これに基づきまして、大臣評価案ということで２つ右側の欄に書かれております。

おおむねその左側にあります法人の自己評価と対するような形になっておりますけれども、まず１

つ目、融資制度の周知についてでございますけれども、年度計画では10地区での開催が予定されてい

たところでございますけれども、11地区で12回の融資説明・相談会ということで、より多くの場所で

開催がされております。また、リーフレットの送付、それから二世へのダイレクトメールの発送等、

こうした取り組みを計画どおり実施されているところでございまして、周知の徹底が図られるよう努

めていたということで認められると考えております。

そして、２つ目のポツ、関係金融機関との連携強化でございますけれども、こちらも計画どおり担

当者会議が実施されております。これで金融機関との連絡調整が緊密になるということで、制度利用

の活性化・円滑化に努められているということでございます。

そして、次の千島連盟につきましては、これは左側の自己評価でいいますと、次の２ページ目の法

人自己評価の下から２つ目のポツに融資業務研修会について、千島連盟の代表者等と意見交換会を目

的とした研修会が開催されております。

これを踏まえまして、もう一度先ほどのところにお戻りいただきまして、１ページ目の大臣評価案

の上から３つ目のポツでございますけれども、千島連盟の支部代表者等を対象にした研修会の開催と

いうことで、融資制度に対する理解が深められ、利用の促進が図られております。その結果といたし

まして、平成28年度には317件、約9億3,980万円の融資決定が行われたということでございます。

次のポツ、事業結果の分析・検証についてでございますけれども、これにつきましては、融資メニ

ュー全般にわたりまして、利用者の年齢、居住地域、収入状況、利用目的、借入額等をデータ化し分

析した結果、これに加えまして、それぞれの説明会等での要望、あるいは各種の統計データ、これを

勘案した上で具体的な見直しの方向性が示されているところでございまして、適切に見直しの検討は

行われているというふうに考えております。

その下、融資資格承継の的確な審査についてでございますけれども、こちらは戸籍謄本等の公的書

類といった必要書類に基づきまして、要件確認が適切に実施されたというふうに認められているとこ

ろでございます。

続きまして、リスク管理債権の適正な管理についてでございますけれども、まず管理者の返済能力、

資金効果等を勘案した審査を行うために、事業資金につきましては過去の生産高・収支実績、そして

資産、負債の状況を把握し、そして資金の必要性や資金効果を重点に審査が行われております。また、

資格者が高齢化されてきておりますので、これを踏まえて保証条件を強化するといったような債権保

全に向けた取り組みも進められていると認められるところでございます。

２ページ目をおめくりいただきたいと思います。

続きまして、信用リスクの管理につきましてですけれども、こちらはリスク管理債券比率は1.48％

となっております。計画の2.21％以下という水準を達成しておりまして、中期目標等に基づいて適切
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に信用リスクの管理が行われているというふうに評価しております。

続きまして、個人情報の管理の状況についてでございますけれども、こちらは法人に個人情報取扱

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ていると認められるところでございま

す。

その下、更生・生活資金のリスク管理債権につきましては、こちらが先ほどの前期の９割というこ

とで2,969万2,000円が目標になっておりますけれども、前年度比69万4,000円縮減の267万5,000円とな

っておりまして、目標を上回っているということでございます。

修学資金につきまして、平成25年度より100％について連帯債務契約が締結されております。目標値

であります連帯債務契約の締結率80％を上回っているということでございます。

そして、住宅資金の増改築又は補修に要する資金及び中古住宅の購入に要する資金のリスク管理債

権額につきましても、こちらは4,614万1,000円以下が目標となっておりました。これにつきましても

前年度比212万1,000円縮減の1,354万7,000円となっておりまして、こちらも平成25年度以降、ずっと

目標を大きく上回って達成されているということが認められているところでございます。

以上のとおり、中期目標の記載の目標や指標に対しまして、おおむね満足のいく水準に達している

ことが認められるということで、評定につきましてはＢということで評価案を作成していただいたと

ころでございます。

最後の３ページに指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策ということで、引き続き制度の趣旨や

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ていただきたいということ。そして融資

メニューの見直しにつきましては、更に検討を進めていただき、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等

を決定されたいということでございます。

その他事項につきましては、特になしということでございます。

以上が28事業年度の大臣評価案でございます。

引き続きまして、資料４－１のほうで第３期中期目標期間業務実績見込み自己評価ということで、

こちらの見込み評価、大臣評価（案）につきましても引き続き御説明させていただきます。

こちらにつきましても１ページ以降、大体先ほどの年度評価とパラレルになっております。評価軸、

指標につきましては先ほどのとおりとなっております。それぞれリスク管理債券比率につきましては、

年度ごとに低い目標値になっていっております。そして、リスク管理債権の残高につきましては、前

期の90％以下ということでこれまで取り組まれてきております。

それぞれにつきまして、同様に大臣評価案を御説明させていただきます。

まず最初の融資制度の周知につきましては、こちらは28年度と同様、これまで10地区という計画に

加えまして、それぞれ要請のあった地区において説明・相談会を実施しております。そして、更にホ

ームページへの情報掲載やリーフレットやダイレクトメールといったものを活用した取り組みを計画

どおり実施されておりまして、周知の徹底が図られるよう努めていたというふうに認められると考え
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ております。

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

実施されております。これにより関係金融機関の担当窓口との連絡調整の緊密化ということで、制度

利用の活性化・円滑化に努力されているということでございます。

また、千島連盟につきましても、融資事業研修会の開催によりまして毎年度利用の促進が図られて

いたということでございます。

次に、事業結果の分析・検証につきましては、これは先ほどの御説明のとおりでございます。融資

メニュー全般にわたりまして、利用者のそれぞれの状況、あるいは資金の利用目的、借入額等、デー

タ化をして分析結果を出すと。そして各種説明会での要望、そして統計データを勘案の上、具体的な

見直しの方向性を示されているということで適切に見直しの検討が行われているというふうに認識し

ております。

続きまして、その下のほうにまいりまして、融資資格承継の的確な審査についてでございますけれ

ども、こちらも28年度と同様、これまで戸籍謄本等の公的書類、その他必要書類に基づいて要件確認

が適切に実施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。

次の２ページを御覧ください。

リスク管理債権の適正な管理についてでございます。

こちらは返済能力、資金効果等を勘案した審査を行うために、過去の生産高・収支実績と資産、負

債の状況、こうしたものを把握の上、資金の必要性や資金効果を重点に審査が行われていると。そし

て、借入者が高齢の場合には保証条件を強化するといった債権保全策がとられているということでご

ざいます。

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。

次の個人情報の管理状況につきましても、主任者の配置によりまして個人情報の適切な管理に努め

られているということでございます。

その下のリスク管理債権額につきましては、まずは更生・生活資金につきましては、毎年度目標を

上回って達成をされております。その額につきましては、括弧書きにあるとおりでございます。

次は修学資金の連帯債務契約につきましては、平成25年度から100％が連帯債務契約が締結されてお

りまして、目標値である80％を上回っております。

次が住宅資金関係のリスク管理債権額につきましては、増改築等の資金のリスク管理債権額は、そ

れぞれ毎年度目標を大きく上回っているということで、これもこの括弧書きに示した数値のとおりと

なっております。

以上のとおり、中期目標記載の目標や指標につきましては、おおむね満足のいく水準に達している

というふうに認められると考えておりまして、評定につきましては28年度と同様、全体でＢというこ

とにさせていただいております。
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最後の３ページのところには、今後の課題といたしまして、これは28年度と同様でございます。引

き続き制度趣旨や対象者のニーズを踏まえた業務運営ということ、そして融資メニューの見直しにつ

きましては、更に検討を進めていただき、できる限り早期に改定の具体的な内容等を決定されたいと

いうことでございます。

私の説明のほうは以上でございます。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。

資料３－１と資料４－１を併せて説明いただきましたけれども、まず始めに資料３－１に基づきま

して、平成28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、ただいま紹介のあったとおりです。

資料３－１の28事業年度業務実績に関する事項について、辻委員からコメントが寄せられておりま

す。

資料３－１の１ページ、定量的な目標値はほぼクリアしており、規定された業務はおおむね的確に

実施されていると見られる。なお、二世、三世の資格継承者の未資格取得の調査は広く行われている

のかとの意見ですけれども、辻委員、コメントをお願いします。

○辻専門委員 北海道のほうにお住まいの方は、親が戻られたとわかるんですけれども、その先のル

ーツを見ると、資料にもありましたけれども、北陸、特に富山の方が多いわけですね。戻られたとき

に北海道に大概戻るんじゃなくて、またその前の御親戚じゃないけれども、北陸のほうに戻られた方

がいるということで、そういう方の二世、三世の調査はどうなっているのかなということで書かせて

いただきました。

なぜかというと、私は仕事で北海道の漁業者の方のところに行くんですね。御先祖はと聞くと富山

だというんですね。私自身もそうなのですけれども、どうしてかというのは非常に不思議に思ってい

たんです。そうしたら、ある理由がわかったんですね。

富山の場合は入善は北側がどんと海に面して土地がないんですね。二世、三世の方はそういう合宿

所みたいなところで沖の漁を勉強されて、北前船に乗って松前へ行って、そこから北海道、旧島民の

方たちが、御先祖様はみんなそちらに行っているということが最近わかりました。

ですから、そういうことでは戻っている方が多分おられますので、そういう方の二世、三世の方、

一世の方は少なくなっていますが、調査は前広に行われているんですかということで御質問したいと

思います。

○金子部会長 それでは、事務局から説明ございますでしょうか。

○久津摩専務理事 では、私のほうから回答させていただきたいと思います。

お尋ねのことにつきましては、私ども協会としましては、昭和59年から平成７年にかけまして、千

島連盟のほうに委託をしまして調査を行っております。そして、その名簿など旧島民や後継者の方々

の名簿につきまして、名簿などを含みます基礎データ、これの整備をしてきております。
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そして、その後も元島民からの異動申告や新聞記事、それから融資事業推進の際に得た情報、こう

いったものなどによりまして、千島連盟と連携をしまして名簿の維持管理を行ってきております。

そして、平成28年度末、生存者実数としまして元居住者の方が6,495人、二世の方が1万6,524人、三

世の方が1万2,424人というふうに把握をしてきております。

そして、協会のほうでは、これらの方々のうち、法対象者及び生前承継者や死後承継者になり得る

二世の方々に宛てまして、定期的に融資の御案内等のダイレクトメールを発送しております。平成28

年度では、実績で1万2,378人の方に送付をしているということでございます。その中で名簿整備への

御協力についても改めてお願いをしてい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。

ただいまの御説明に何か御質問、御意見ございますでしょうか。

○辻専門委員 では、もう大体ないということでよろしいでしょうか。

○久津摩専務理事 私どものほうで、名簿で把握している方々全てに送っておりますし、できるだけ

名簿を整備するということで努力をしております。

ただ、近年、個人情報に関する扱いが厳しくなっているということがありますので、平成７年まで

一度調査したんですけれども、その後の死去、出生、結婚等の異動情報については、申告に頼らざる

を得ない部分もありますので、完全に100％漏れがないかと言われると、二世、三世については、必ず

しもその後の死去、出生、結婚については100％正確かというと、そうとも言い切れない部分はありま

すが、できるだけの整備に努めていると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。

ほかに御意見ございますか。

ないようでしたら、原案どおり決定といたしたいと思います。どうもありがとうございました。

28年度の大臣評価案につきましては、水産部会として妥当であるとし、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）

○金子部会長 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見込みに関する大臣評価（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。

既に先ほど御説明いただきました資料４－１でございます。

資料４－１を御覧いただきたいんですけれども、第３期中期目標期間業務実績見込みに関する事項

について、辻委員から意見が寄せられております。１枚めくった１ページです。

辻委員のほうから御説明をお願いいたします。

○辻専門委員 これは私の個人情報なので記録には残していただかなくて結構なのですけれども、実

は私は被爆者二世でございます。それで、かなり去年、おととしあたりから、被爆者二世に対するい

ろいろな案内が来ていまして、手広く結構お世話になっていまして、医療の面なのですけれども。そ
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んなことで結構早い感じがしますので、そういった意味では、一世がともにだんだん亡くなっていき

ますので、やっぱりここに書いてありますように、主軸が二世、三世に移っていると思うんです。そ

ういった意味では、時代の変化もございますので、どのようなメニューが、指標等の新しい時代に合

わせたものをお考えなのかというのを教えていただければと思います。

○久津摩専務理事 それでは、私のほうから回答させていただきます。

融資メニューの見直しにつきましては、前回も御説明いたしましたが、既存融資の利用目的、内容

などを分析しました結果、国内における諸金利がこの20年で大きく低下しているんですけれども、そ

れにもかかわらず更生資金と生活資金の金利につきましては、昭和37年から3.0％に維持してきたとい

うことがございまして、それもあって利用が減少してきているというふうに考えられるところであり

ます。

それから、自動車の購入につきましては、地方での保有率が約90％となっているということで、通

院や買物等で生活必需品となってきている状況なのですけれども、それにもかかわらず金額制限もあ

りまして、資金ニーズに十分に対応できていないということが判明をいたしました。

それで、こうした課題に対応するために、更生資金、生活資金につきまして、金利をほかのいろん

な金利の低下水準に合わせまして2.0％以下とすると、具体的にはまだ決定はしておりませんけれども、

2.0％以下とすること、それから自動車の購入資金につきましては、軽自動車、又は排気量の少ない普

通自動車が購入できる程度まで金額上限を拡大するということを検討しているところでございます。

実際の融資メニューの見直しに当たりましては、法律の趣旨に即した内容となっているかなどにつ

いて、十分に考慮する必要がありまして、関係機関も含めた慎重な検討を実施しまして、その上で具

体化をし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。

ただいまの御説明に何か御質問、御意見はございますでしょうか。

○辻専門委員 最後になりますけれども、その大枠の、このところ日ソ間における北方領土の時代的

環境は大きく変わっています。法律自身がそれに伴って変わるという可能性はございますでしょうか。

○久津摩専務理事 そのことについては、ちょっと若干私見のようなことになってしまうのであれな

のですけれども、確かにいろいろ近年大きな動きがございます。いろんな交渉の面で動きがだんだん

出てきたりしておりますが、ただ返還がまだなっていないという基本的な状況にありますので、そう

いう状況は変わっておりませんので、基本的には私どもの業務というのは返還されるまでは続いてい

くということかと思います。

ただ、いろんな状況を見て、政治家の方々がいろんな御判断で法律を改正されれば、話はまた別で

すが、そういうことがあることはございますけれども、ただ、まだ返還になっておりませんので、そ

ういう中では、我々の業務はまだ変更されるような状況にはないと、基本的にはないということでご

ざいます。

○金子部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
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特段の意見はこれ以上ございませんようでしたら、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。

第３期中期目標期間見込みの大臣評価案につきましては、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）

○金子部会長 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、部会長であります私に一任していただけますでしょうか。

（異議なし）

○金子部会長 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８回国立研究開発法人審議会水産部会を閉会

とさせていただきます。

委員の皆様には、御協力ありがとうございました。

午後３時２３分 閉会


