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午後１時２９分 開会 

○金子部会長 定刻よりやや早いですけれども、お集まりになられたそうですので、ただいまから

第９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、早々ではありますが、議事に入ります前に事務局から本日の委員、臨時委員、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。 

 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。 

 本日は、委員、臨時委員、それから、専門委員の全員の出席をいただいておりますので、本水産

部会の成立要件を満たしていることをご報告いたします。 

○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しました。 

 それでは、開会に当たりまして、井上水産庁研究指導課長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

○井上研究指導課長 研究指導課長の井上でございます。 

 本日はお忙しいところ、それから、本当に暑い中お集まりいただきまして、まことにありがとう

ございます。 

 今、説明がございましたとおり、独法評価につきましては、法人の自己評価を活用して主務大臣

である農林水産大臣が評価を行うこととなっております。この評価の際には、主務大臣は独立行政

法人通則法、総務大臣が示した評価の方針に基づき評価を実施することとされ、審議会の意見を聞

くこととされています。 

 各委員におかれましては、本日の会議において法人の業務実績及び自己評価結果を十分確認して

いただき、今後お示しします大臣評価に対し忌憚のないご意見をいただければ幸いと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○金子部会長 ありがとうございました。 

 次に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○香西課長補佐 お手元にお配りしております資料のご確認をお願いします。 

 まず、クリップどめになっておりますけれども、その資料でございます。まず最初に配付資料一

覧、次に議事次第、次に水産部会委員等の名簿、あと、出席者名簿、座席表が２つついております。

最初の１ページ目ですけれども、これは水産研究・教育機構のときに使用していただき、あと、２

枚目については北方領土問題対策協会のときの座席表になってございます。 

 続きまして、資料ですけれども、水産研究・教育機構に関しまして１から９まで９つの資料を用
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意してございます。まず、資料１－１ですけれども、これは機構の説明スライドになってございま

す。あと、資料１－２ですけれども、これは機構の平成29事業年度業務実績及び自己評価結果、資

料１－３ですけれども、機構の業務実績に関する添付資料、資料１－４ですけれども、機構の研究

開発に関するロードマップの進捗状況、資料１－５ですけれども、機構の平成29事業年度財務諸表

及び決算報告書、資料１－６、機構の平成29事業年度における特筆すべき研究成果、資料１－７、

機構の平成29事業年度の水産に関する学理及び技術の教授に係る研究の概要、１－８、機構の監事

及び会計監査人の意見等、１－９、機構の各評価項目における評価軸、評価の視点でございます。 

 続きまして、北方領土問題対策協会の資料を４点用意してございます。２－１としまして、協会

の平成29事業年度業務実績及び自己評価結果、資料２－２、協会の第３期中期目標期間業務実績及

び自己評価結果、資料２－３、協会の平成29事業年度業務実績報告書及び自己評価書、資料２－４、

協会の第３期中期目標期間業務実績報告書及び自己評価書です。 

 続きまして、資料３としまして、今後の予定をつけてございます。あと、参考資料としまして、

参考資料１から７まで用意してございますけれども、これは今回の審議会に関する規定類と、それ

から、参考６としまして、水産研究・教育機構の評価の実施方法について長官通達を出してござい

ますので、それに係る文書、それから、参考７としまして、水産部会の各項目、委員にお願いしま

す各分担表をつけてございます。 

 以上でありますが、過不足がございますでしょうか。ございましたら、事務局へお知らせくださ

い。よろしいでしょうか。 

 本日の会議ですけれども、各法人からの事業実績及び自己評価結果の説明を受けることとしてお

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

評価については郵送で送付いたしますので、よろしくお願いします。 

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

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

す。 

 以上です。 

○金子部会長 それでは、議事に入ります。 

 議題１の水産研究・教育機構の平成29事業年度業務実績に関する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。 

○田中理事 水産研究・教育機構で研究開発及び評価担当の理事をしております田中と申します。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、私どものほうから業務実績と自己評価の結果につきまして、スライドを使ってご説明

申し上げたいと思います。失礼いたしまして、座らせていただきます。 

 最初に本日の報告内容でございますが、このようになってございます。スライドの打ち出しにつ

いては、先ほどもご紹介がありましたように資料１－１になります。それが順々にこちらに投映さ
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れますので、ごらんになっていただきたいと思います。いずれにつきましても、資料１－２の自己

評価書、非常に分厚い両面刷りの資料になってございますが、それの主要な部分についてスライド

を使ってわかりやすくご説明をさせていただくという趣旨でございます。 

 見ていただければわかりますように、中長期目標の記述と順序は異なりますが、本日はまず研究

開発業務、すなわち重点研究課題１、２、３とご報告させていただきまして、その後、人材育成業

務についてご報告させていただきました後、これらの業務成果の最大化等に関する取り組みの強化

という順番で、若干ひっくり返した形で第３の部分についてはご報告をしたいと思っております。

具体的には右に書いてありますように、それぞれの担当理事から説明をさせていただきます。 

 早速ですが、研究開発業務の主な業務実績と自己評価についてご報告をいたします。 

 最初の重点研究課題１については、私からご説明させていただきます。なお、これらの各重点研

究課題については、本日ご報告をいたします年度計画に沿って業務実績が適切になされたかどうか

という評価のほかに、別途５カ年のロードマップを作成してございまして、その進捗についても管

理をしているところでございます。ロードマップに対する進捗については資料１－４のところにま

とめてございますけれども、時間の関係から個々の説明については省略をさせていただきたいと思

います。 

 それでは、重点研究課題の１でございます水産資源の持続的な利用のための研究開発についてご

報告申し上げたいと思います。 

 水産資源のこの持続的な利用のための研究開発は、２つの研究課題があります。１つは、いわゆ

る資源分野の研究開発でございます。これは資源評価と管理手法の高度化に向けた研究開発に取り

組んでいるところでございます。２つ目の課題は、いわゆる海洋分野の研究開発でございます。こ

れは地球規模での気候変動や海洋環境の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取り組んでおります。 

 次に、この２つの課題について平成29年度の計画と、対応する主な研究開発成果について説明し

たいと思います。 

 １番目の資源の分野につきましては、計画に従いまして国内外の98種152系群の資源について資

源の評価を継続いたしまして、成果を公表したほか、マダラやブリについて資源評価の向上を図り

ました。更に、目標資源水準の設定の検討など国の施策に沿った資源評価の高度化を進めました。

また、環境変動と資源の関係についてでございますが、ズワイガニ、ウルメイワシ等を対象として

海洋や気候変動との関係解析を行いました。生態系サービスと水産物推奨リストの関係ですが、い

わゆる水産物の推奨リスト、ＳＨ“Ｕ”Ｎプロジェクトと我々は命名しておりますが、これにつき

ましては、29年度は魚種の数を拡充するとともに、スマホアプリによる公開を前倒しで実施をいた

しております。 

 ２番目の海洋の分野についても計画に従いまして、マイワシやマサバなどの主要な浮魚類への温

暖化の影響について予測をいたしたところであります。また、漁海況予報につきましては、黒潮流
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路の予測精度の向上を図ったほか、不漁のスルメイカについて漁期中の予報を今回実施したところ

でございます。 

 次に、29年度の主要な成果の中から、トピックス的なものを２つご紹介をしたいと思います。 

 １つ目は、ＭＳＹ推定による我が国周辺資源の資源状態評価であります。水産基本計画では、従

来我が国が行っている目標に加えて、新たに資源を維持する目標を設けていくことが求められてお

ります。世界的には、その目標となる基準のものとしては、最大持続生産量、ＭＳＹを管理基準値

とするということが主流になっているわけでございます。こういったような世界水準の資源管理手

法を確立して、我が国周辺資源の資源評価や管理を高度化するということが求められているところ

でございます。 

 そこで、今回国内の37系群について網羅的にＭＳＹを達成する漁獲量というものを試算いたしま

して、我が国の資源の現状を解析しましたところ、図は省略しておりますが、全体の状態としては、

ヨーロッパの大西洋の資源と同じで、ややＭＳＹ水準を下回るレベルであるということでございま

す。また、図でお示ししているとおり、我が国のＴＡＣ魚種については、資源量に占める漁獲量の

割合というものが相対的に小さくなってきておりまして、管理の効果が示されていることがうかが

われるところであります。一方、非ＴＡＣ資源については、依然として漁獲の割合がＭＳＹを超え

た水準で行われているということでございます。こういったような日本国内の資源のＭＳＹを試算

したり、いろいろな漁獲割合などを調べるという今回の取り組みについては、国際標準の資源管理

目標設定に向けた取り組みを推進していくための先駆的な成果ではないかと考えているところでご

ざいます。 

 ２つ目の成果は、各種国際会議における科学的議論の主導でございます。機構が調査、解析した

資源や海洋に関する結果を持って、延べ100人の私ども機構の研究者が各種の国際会議に出席をい

たしまして、科学的議論に積極的に参加して主導した結果、端的な成果といたしましては、大西洋

マグロ類保存委員会、ＩＣＣＡＴでございますが、その科学委員会が2018年－20年の漁獲枠の拡大

を本委員会に提言したということでございます。その結果、本委員会もその増枠を認める形で総枠

が増加になり、日本に配分される枠も増えたということでございます。また、そのほかの国際会議

におきましても、ごらんのように機構の研究者が議長を務めるなど主導的な役割を果たしていると

ころでございます。 

 主要なアウトカムについてご紹介をしたいと思います。 

 まず、我が国周辺水域における50種84系群の資源評価結果を水産庁に報告して、国内のＴＡＣの

設定等に必要な科学的知見や根拠を提供いたしました。これは国の施策である水産資源管理の推進

に不可欠な貢献でございます。また、国際水産資源につきましても、各地域漁業管理機関での科学

的議論に参加・主導して、審議に不可欠な科学的な情報を提供したということでございます。漁海

況予報についてでございます。これについては、継続をして定期的に公表するということが非常に

重要なことでありまして、これによって漁業者を初めとする関係者の方々に必要な情報を提供して
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きているということでございます。 

 評価軸・評価指標への対応状況ということで、結論としてこの重点研究課題１がどういう形に自

己評価できたかということについて説明いたします。 

 評価軸の１である国の施策・社会のニーズとの適合について、我が国周辺資源の目標資源水準の

設定に向けた取り組みの成果というのは、国の水産基本計画で求められている資源管理の高度化の

推進に大きく貢献をしたところでございます。 

 評価軸２につきまして、実用化・研究進展への寄与でございますが、論文を87件公表するなど優

れた成果を創出するとともに、全国各地域の資源管理計画の立案に必要不可欠な科学的な情報を提

供したところでございます。 

 評価軸３については、産業・経済活動への貢献でございます。これについては、資源評価の成果

自身を国民の皆様に情報提供することによって産業経済活動の活性化に大きな貢献をいたしました。

また、国際的にも温暖化に関連してＩＰＣＣに得られたデータの提供をすることによって大きく貢

献をしているところでございます。繰り返しになりますけれども、漁海況予報の公表というものは

我が国の水産業や経済活動の活性化に大きく寄与していると考えているところでございます。 

 このように重点研究課題１につきましては、国の施策に直結する極めて高い成果の創出や将来的

な成果の創出への期待等が認められて、想定以上に進捗した業務運営がなされたと判断をいたしま

して、我々の自己評価としてＡということで出させていただいております。 

 ご存じかと思いますが、評価につきましては、ＳＡＢＣＤと５段階になっておりまして、Ｂが標

準、すなわち計画どおりに業務が実行されたということになりまして、自己評価Ａというのは、そ

れを超えてさらに成果が認められるというふうに自己評価した結果ということでございます。 

 以上です。 

 では、引き続きまして、重点課題２のほうをお願いします。 

○伊藤理事 重点課題２につきまして、私、伊藤よりご説明させていただきます。 

 この重点研究課題２ですけれども、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、こういったことを目標として、ここに示す６つの柱を設けて研究を進めているところでござ

います。１つ目は沿岸域の漁場保全と自然造成、２つ目が内水面の振興、さけます資源の維持・管

理、３つ目が養殖業の発展、４つ目が漁船漁業の安全性確保、５つ目が漁業インフラ整備に関する

研究、６つ目が水産物の安全・安心と輸出促進を含めた新たな利用のための研究開発、このような

柱を設けております。 

 29年度の計画とそれに対応する研究開発成果を対応させて、主要なものについて示してございま

す。資料１－２の業務実績の中に研究課題とそれに対応する業務実績を事細かく書いてありますけ

れども、ここでは一部についてのみの紹介をさせていただきたいと思います。 

 １つ目の研究課題、沿岸域における漁場保全と資源造成のための研究開発でございます。研究計

画は環境変化の影響、増殖技術の開発、漁場環境に関する知見の整理、大型クラゲ、有害生物・有
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害化学物質のモニタリング調査の継続、こういった計画に対してそれぞれ確実な成果を得ておりま

す。特に東京湾におけるマコガレイの各生活史での生息場所が明らかとなり、生息段階でのボトル

ネックが明らかになった。これは資源回復に向けての活用が期待されておりまして、計画以上の成

果だったと考えているところでございます。 

 ２つ目の内水面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でございます。計画は

このようにウナギ回遊経路の解明、渓流魚の種苗の育成・放流手法、外来魚駆除、さけ・ます類に

ついては減耗要因、放流実施と回帰実態の把握という計画に対して、ここでもそれぞれ確実な成果

を得ているところでございます。これは後ほど詳しく説明しますけれども、外来魚でありますオオ

クチバスをダム湖においてほぼ完全に抑制できる技術を開発して、完全駆除に期待される、このよ

うな技術に至ったことは、ほかの地域での活用も期待されると考えております。 

 ３つ目、養殖業の発展のための研究開発でございます。研究計画としましては、ウナギの良質卵

確保と試料の改良、漁業に対する病原性調査、マダコ幼生の適正な飼育環境の把握、低魚粉適応ニ

ジマスの継代選抜用親魚養成、こういった主要な研究計画に対してそれぞれ実績を残したところで

ございますけれども、これについても後ほど詳しく説明しますけれども、マダコにつきまして飼育

装置と初期餌料の改良によって大量生産技術に成功したこと、これが特筆に値するものと考えてい

るところでございます。 

 ４つ目の漁船漁業の安全性確保と持続的な発展のための研究開発、これにあります研究計画は、

遠洋マグロはえ縄の省エネ手法、ＬＥＤ漁灯でイカ類の波長特性を明らかにする、モデル地域に適

応した選択漁具の試作等の研究計画に対してそれぞれ確実な成果を得ているところでございます。

特にメバチの脂肪含量が船上で測定できる装置の開発は、商品課にまで至っているものでございま

す。 

 ５つ目の漁業インフラ整備のための研究開発につきましては、これらの研究計画に対して成果を

得ております。特に防波堤の上部の形状、上の平らな部分の形状なんですけれども、この形状が想

定を超える津波が来襲しても破壊に至りにくい粘り強さをもたらす、そういった上部形状というも

のを明らかにいたしました。 

 次に、６つ目の安全・安心輸出促進を含めた利用のための研究開発でございます。ヒスタミン抑

制の検討等々の研究計画に対して、示しましたような成果を確実に得ております。この中では、特

に水産発酵食品中のヒスタミン、これの抑制法として発酵のスタート段階で添加する発酵スタータ

ー、これの種類によってヒスタミンが抑制されるということを確認しておりまして、特筆される成

果だと考えているところでございます。 

 次に、重点研究課題２におけるトピック的な成果について、１、２、紹介させていただきます。 

 １つ目はダム湖でのオオクチバスの完全駆除に向けてということで、全国の湖沼におきまして外

来魚による漁業被害が拡大してきておりまして、これらの駆除がこれまでも漁協を中心に行われて

きております。しかし、駆除が行われていても完全な駆除に至らないで残った個体の生存率、成長
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率が向上して個体数が駆除以前の数になるリバウンド現象、こういったものが見られておりまして、

駆除を実施する団体等のモチベーションを著しく低下させているところでございます。 

 こういった状況の中で、完全な駆除の技術開発が必要だということで、オオクチバスのダム湖で

の駆除を続けてきました。実施場所は長野県にございます金原ダムというダム湖で、外周800メー

トル、４ヘクタールほどのダム湖でございます。このダム湖におきまして11年間にわたって駆除を

続けてきました。特に繁殖期の６月から７月にかけて繁殖個体を捕獲すると同時に産卵床を砂をか

けて埋めてしまうという撹乱を行っております。魚の捕獲はアイカゴであるとか刺し網であるとか、

特に親魚につきましては水中銃を使って捕獲しております。これまで成熟個体で約1,200尾のオオ

クチバスを捕獲いたしました。これにかかった時間は延べ1,600時間くらいになります。 

 2015年以降の捕獲尾数を示した図でございます。2015年では、いろんな業務によりまして小型の

個体と成熟の親個体が捕獲されておりますけれども、2016年になりますと、非常に小型の個体が見

られなくなって、2017年には稚魚はもう全く見られないという状況があり、水中銃で捕獲された成

魚、親魚も８尾にとどまりました。この手法によって再生産の形跡が全く認められないことから、

この金原ダム湖のオオクチバスはほぼ完全駆除間近であると推測されました。本研究では、このよ

うな水抜きができないような比較的大きな水域での完全駆除が可能であることを実証しました。こ

の技術は、ほかのダム湖での駆除を始める際の後押しになるのではないかと考えています。今後も

この実態を調査する予定でございます。 

 ２つ目のトピックスとしてマダコ幼生の適正な飼育環境の把握についてご説明いたします。 

 現在、マダコの漁獲量は非常に減少しておりまして、供給不足と価格高騰の状況にあります。そ

のため、関係機関から養殖による安定供給が切望されているところでございますけれども、稚ダコ

の生産というのは非常に難しく、大規模での生産は困難な状況がございました。そこで、本研究で

はマダコの幼生の死亡原因というのをしっかり把握し、それらの対策技術を開発することで大量生

産の足がかりを構築するということを目的といたしました。 

 ちょっと図にはございませんけれども、マダコの幼生は水槽の底に集まり摂餌できずに死亡する

という現象があります。魚の稚魚に比べますと、遊泳力が非常に弱く、餌に抱きつきますと、その

まま底に沈んでいってしまうと。そのため、水槽の形状を工夫しました。水槽の底から湧き上がる

湧昇流を形成する装置を開発し、底にとどまらないような工夫をいたしました。これに加えて、さ

らに栄養価の高いガザミゾエアを給餌いたしました。ガザミという甲殻類。マダコは甲殻類の稚魚

を非常に好んで捕食することからガザミゾエアを給餌するということを考えました。それによりま

して、マダコの浮遊幼生の生残率は従来の方法に比べますと格段な進歩、77％の生残率、着底稚ダ

コを2,796個体生産いたしました。成長を見ましても、格段の５倍ぐらいの成長が認められており

ます。こういったことからマダコ養殖の実用化に向けたこれらの取り組みと新たな産業創出、食材

の安定供給に貢献するものと期待されます。 

 次に、主要なアウトカムについてです。 
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 アウトカムについては、それぞれの研究課題におきまして主要なものをピックアップして、ここ

に示してございます。これらの中で特にマコガレイの産卵場・生息場所の解明ですけれども、これ

らを特定し、産卵場の底質改善を行うことをしました。それによりまして、東京湾再生会議におき

まして、産卵場の造成の実施が採択されて、実施されることとなっております。また、イカ釣り漁

船のＬＥＤ漁灯につきましては、ＬＥＤ漁灯のみで十分な漁獲成績を上げたことが漁業者の間で評

価されておりまして、道具メーカーの支援のもと、現在、ＬＥＤ漁灯のみでの操業を実施中でござ

います。 

 重点研究課題２の評価軸に対する対応状況について示しております。評価軸１、２、３とござい

まして、先ほどの重点研究課題１とは順番が若干異なっております。この重点研究課題２では、評

価軸の最初としては産業・経済活動への貢献が上げられております。これにつきましては、マダコ

稚魚の量産に結びつく基礎的成果の開発であるとか、生活史を考慮したアサリの増殖技術を開発し

て地域活性化に貢献してきたこと、長年、20年来悩まされてきたアコヤガイの赤変病の病原体を突

きとめたこと、また、漁場、漁港施設について、対策についての知見を研修会等で現場関係者に提

供してきたことなどが成果として上げられます。 

 評価軸２は、国の施策・社会ニーズとの適合ということで、ニーズにどれだけ適合しているのか

という観点からの成果、対応になります。マコガレイの産卵場の特定、タイラギの移植、藻場再生

に関する成果、また、ニホンウナギの絶滅リスク評価やウナギ仔魚の主要回遊経路の特定、こうい

った成果、オオクチバスの完全駆除が可能であることを示したことなど社会ニーズに適合した成果

を目標以上に創出したと考えております。 

 評価軸３は、実用化・研究進展への寄与ということでございます。この評価軸におきましては、

７件の特許出願、125件の論文公表によりまして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155件、国内外の共同研究を83件実施しております。ロードマップも目標以上に達成しま

した。 

 以上のように、適正、効果的かつ効率的な業務運営のもとで研究成果の最大化に向けて大きな成

果が認められ、さらに、将来的な成果の創出にも期待が認められるということで、自己評価をＡと

しました。 

○田中理事 続きまして、３番目、重点研究課題３について説明いたします。 

 重点研究課題３につきましては、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と

いう２つの分野に取り組むものであります。 

 この２つの分野のうち、（１）の海洋・生態系モニタリングとそれらの高度化及び水産生物の収

集保存管理のための研究開発について、29年度の計画とそれに対する主要な研究開発成果をまとめ

たものであります。この中で特に海洋生態系のモニタリングに関しては、６定線でのモニタリング

や、放射性物質のモニタリングなどを確実に継続いたしております。また、新たな技術開発として

低周波の広帯域送受波器、いわゆる魚探の新しいプロトタイプの開発や、海中を自走させて水温や
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塩分等の海洋環境のデータを取得する水中グライダーの監視技術の開発を進めました。遺伝資源の

関係については、ジーンバンク事業を継続するとともに卵原細胞などの凍結保存法を新たに開発し

ているところでございます。 

 （２）の次世代水産業及び他分野技術の水産業への応用のための研究開発、いわゆる基盤研究に

ついてでございますが、これも29年度の計画とそれに対する主要な研究成果を一覧でまとめさせて

いただいております。この中で特にゲノム情報と生命現象を一体的に解析するオーミクス技術につ

いてデータポリシーを作成するとともに、クロマグロ、ニホンウナギ、スジアラなどの育種技術の

開発に利用したところでございます。 

 また、酸性化の影響把握の関連については、各種モニタリングを実施いたしまして、特に酸性化

の影響を受けやすい中層浮遊性の有孔虫の観測をしたところ、影響を受けて生息域を変えていると

いうことがわかったところでございます。 

 また、匠の技のデジタルアーカイブ化につきましては、いわゆる栽培漁業の基本的な技術であり

ますワムシの培養作業とか、あるいは新しい養殖への取り組みの中で行われているスジアラの採卵

など、さまざまな種苗生産に係る作業について動画で保存いたしまして、データベース化を始めた

ところであります。また、漁船についてもここにありますように、自動衝突回避のデータ収集を行

ったところでございます。 

 一番下にございますこの小型漁船へのウェザールーティングの導入と試験についてですが、これ

は大きな船では行われておりますけれども、これを小型の漁船などに導入して洋上試験を行いまし

たところ、安全かつ短時間で目的地に到着できるルートを探すことができるということを確認した

ところであります。 

 トピックスとして１つだけご紹介したいと思いますが、先ほどもお話ししました魚探の関係でご

ざいます。これについては、通常の魚探ですと、深いところについては魚群があるかないかといっ

たことしかわからないわけであります。水深200メートル余りの大陸棚の深さでの測定には、深い

ところまで届く低周波の魚探機の開発が必要ということでございます。このため、従来だと70から

120kHzの周波数帯でありますけれども、大陸棚まで届く低い周波数である38kHzを用いた魚探機の

開発を進めました。その結果、水槽実験や海上実験などを重ねまして、特に道東沖での調査船を用

いた海上実験で得られたこのエコーグラムにありますとおり、スケトウダラを含む２種類の魚の音

響反射を収録しました。また、これ以外にも別の反射が確認されているところでございますけれど

も、これらは魚種の違いあるいは魚の大きさの違いなども反映した形で、そのエコーの反射が収録

できたと考えております。 

 これからこの成果をさらに確実なものにしていくことによって、魚探によって魚種やサイズある

いは深いところにいる魚の現存量の推定などが可能になりまして、漁業としては、不合理な漁獲、

不必要な漁獲を減少させることができるとか、あるいは資源管理につなげていくことが期待できる

ということでございます。 
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 重点研究課題３の主要なアウトカムについてということで、５つ挙げさせていただいております。

この中で特にご説明させていただきたいのは、まず放射性物質とか黒潮大蛇行等についての問い合

わせが非常に多うございまして、これに関しまして、モニタリングの成果を発信するという形で適

切に対応しているところでございます。また、特に関心の高い放射性物質のモニタリング成果につ

いては、国内だけではなくて韓国による日本産水産物の輸入規制に関するＷＴＯパネルの報告書で

極めて有効に利用されたということでございます。 

 また、標本の関係につきましては、機構内外での育種や魚病対策などの研究開発に貢献をしてい

るところでございます。また、ニホンウナギの餌料環境調査に関する知見、これは深海域での非常

に貴重な知見でございますけれども、これについては商業ベースでのウナギ種苗の大量生産を目指

した水産施策において活用されつつあるところでございます。 

 また、急潮は、災害を発生させたり定置網を破壊したりするようなことを生じさせるものですが、

この発生要因を把握する研究成果を出しておりまして、これによって急潮予測の精度向上に大きく

貢献しているところでございます。 

 最後に主要な評価軸・評価指標への対応状況ということで、これも３つの評価軸毎にまとめさせ

ていただいてございます。 

 １つ目の評価軸については、先ほど申し上げましたように、こういった非常にチャレンジングな

課題について着手して、一定の成果を上げたところでございます。また、評価軸２の中では、特に

モニタリングを通じて得られた知見あるいは遺伝資源などの標本や、メタゲノム情報などの成果が、

大学や研究機関等で活用が多くなされているところでございます。評価軸の３についてでございま

すけれども、ここに記述されてありますように、特にデータの関係については国や国内外の機関で

非常に行政的に利用されており、繰り返しになりますけれども、ＷＴＯのパネルの報告書でも有効

に利用されたということでございます。 

 以上のように研究成果の最大化に向けて、成果の創出や将来的な成果の創出への期待等が認めら

れて、計画どおり着実な業務運営がなされたということで、自己評価はＢとさせていただいており

ます。 

○中田理事 では、人材育成業務についてご説明させていただきます。 

 人材育成業務の評価項目はこのようになっておりますけれども、このウエイトの大きさが示すと

おり、人材育成業務では教育に力点を置いております。そのため、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を置いております。また、定量的

指標はこの２点を設定しております。 

 まず、教育機関としての認定等の維持についてです。 

 学位授与機構の認定、ＪＡＢＥＥの認定ともに再審査となるような重要な変更もなく、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維持につきましても、国際基準に適切に対

応するとともに、昨年竣工いたしました新天鷹丸、これの認定手続も滞りなく終えて登録を維持し
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ております。この天鷹丸ですが、教育と研究の共用船として竣工しております。そのため、専攻科

生を乗せた中で水産研究所の資源・海洋調査を年間80日程度実施することとしておりまして、昨年

度はそのルールやスケジュールをつくりました。シナジー効果発揮の場として期待しております。 

 水産に関する学理及び技術の教育についてです。 

 まず、本科では、水産分野を担う中核的人材の育成ということを目標としておりまして、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いているほか、実学重視で水産現場あるいは練

習船による実習に力を入れております。また、水産業の現場や行政・研究所から13人の講師を招い

て水産特論を開講しておりまして、水産現場での動向あるいはさまざまな課題に触れるような機会

を設けております。 

 これは本科の学生数を示した表です。昨年度実施した入試により、入学定員185名のところ193名

が入学してまいりました。また、総定員740名のところ現員は854名となっており、充足率は115％

です。 

 専攻科は、上級海技士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目指しておりま

して、動機づけ教育、それから、実戦形式でのトレーニング、こういったものに力を入れておりま

す。その結果、３級海技士免許取得率は100％、２級海技士免許筆記試験合格率は85.7％で、数値

目標80％以上というのをクリアしております。さらに、１級海技士筆記試験合格者も16名に達しま

した。 

 水産学研究科では、こうした教育内容で広い視野と高い専門性の醸成を行っております。特にこ

のような国際的な学術交流を毎年行っておりまして、そこで英語でのプレゼンテーションや受け答

え、そういったことを経験させております。 

 水産に関する学理及び技術の教授に係る研究について、人材育成部門では、教育対応研究、それ

から、行政・産業・地域振興対応研究活動、この２つについて行っております。 

 教育対応研究では、授業科目に対応する研究課題を設定し、それを実施し、得られた成果を授業

に反映するということを行っております。また、こちらのほうでは行政や業界等が主催する委員会

へ積極的に参画するということを行っておりますし、また、毎年学内横断プロジェクトとして、こ

こに掲げている３つの課題について提案を受け、その課題の研究を行うということをやっておりま

す。また、地元・山口県との連携を図るために山口県からの委託研究や山口県との共同研究という

のを行っております。 

 そうして得られた成果を３つほど紹介いたします。 

 まず、東日本沿岸域で近年、種類不明フグというのが大量に見つかるようになってきております。

そして、これについて水温上昇による親種の分布域の変化とそれに伴う交雑現象が原因、こういっ

た仮説を立ててＤＮＡ解析で検証いたしました。成果はここに載せておりますけれども、今後、温

暖化の進行でさらに増加する可能性があることから、現在開発中の雑種間別目利き技術で同定、そ

れから、有毒部位の情報を提供する予定にしております。 
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 ２つ目は生物生産の場としての砂場・砂浜域の重要性についてです。学生たちと長年、ビーチ活

動を続けておりまして、その活動の中で砂場の持つ生態系機能というのが非常に重要であるという

ことがわかってきました。その成果を取りまとめて、昨年度は専門書を発刊しております。 

 また、東日本大震災からの復興の支援ということも行っております。宮城県を対象に低未利用資

源を有効活用して食品開発を行っておりますけれども、中でもツノナシオキアミの新規発酵食品を

開発して地元企業と一緒にそれが入ったイカの塩辛を開発して、市販するまでに至りました。ここ

に授業名が書かれていますけれども、ここに提示した３つの課題全て得られた成果を授業に反映す

るということを行っております。 

 次、就職対策の充実についてです。ここに書かれているような形で、教職員を挙げた就職促進の

ための取り組みを行うことによって、就職率98.1％になりました。また、就職内定者157名に対し

て水産関連分野131名ということで、その水産関連分野就職率は83.4％、数値目標を達成しており

ます。 

 学生生活支援については、ここに挙げている内容について行っておりますけれども、特に修学支

援について力を入れております。 

 修学支援は、修学支援室、こういったところが中心になり、必要に応じて学生部、それから、１

年生から４年生まで持ち上がりのクラス担任あるいはその他必要な職員あるいは組織、そういった

ものが連携してさまざまな学生たちの困難に当たっております。特に学生相談室では、昨年度は延

べ465件相談事に乗りましたし、また、医務室でも医務室の利用は延べ1,757件ですが、相談は約

1,400件、こういった組織が学生に安心感を与える大きな役割を果たしているということになりま

す。また、このように多くの教職員が修学支援に当たる可能性があるということで、昨年度は障害

学生修学支援研修会を開催いたしました。 

 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、科研費や水産関連業界からの委託費などの外部資金を取得する取り組みを強化しております。

また、人材育成に係る業界からの意見というのが水産大学校での人材育成に非常に大きな意味を持

っているということから、人材育成に係る業界との意見交換会というのを開催して、水産業界の要

請、それから、求める人材についての意見聴取というのを行いました。また、そのほか合同企業説

明会や同窓会、こういったものも活用して情報交換を行っております。 

 また、教育内容の充実については、校長を中心とする体制見直し検討チームというのを設置いた

しまして、将来に向けた教育高度化の方向性を検討いたしました。その結果、ここに書かれている

ような３つの方針を提示しております。 

 また、学生の確保につきましては、教職員による高校訪問が230校に上ります。こういったこと

のほか、各水産研究所等でも学習募集を広く配布し、全国47都道府県から広く学生を確保するとと

もに、平成30年度の入試倍率は5.1倍となりました。 

 以上、年度計画における初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
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しました。 

○伊藤理事 続きまして、研究成果、開発成果の最大化等に向けた取り組みの強化ということです

けれども、これまで説明しましたような研究開発業務と人材育成業務の業務成果の最大化に係る部

分ということで、事項としては非常に重要な課題であると考えているところでございます。 

 この研究成果の最大化に向けた取り組み強化というところでは、このように９つの小項目で構成

されておりまして、以下それぞれの項目について説明していきたいと思います。スライドをお願い

します。 

 まず初めに、国の重要な施策に対する科学的知見の的確な提供というところでございます。 

 まず、資源評価管理に関しましては、ＴＡＣの科学的根拠となるＡＢＣの算出やマグロ類等の国

際資源に関する資源状態の解析結果を水産庁に報告いたしました。また、左下の図に示しますよう

に、北西太平洋公海上での外国漁船やＩＵＵ漁船による小型浮魚類の漁獲量を評価し、把握するた

めに人工衛星からの光観測の情報とＡＩＳ情報を用いたモニタリング手法を開発して、情報の収集

を行っています。また、公海におけるサンマの漁期中調査等も実施しまして、これらは国際資源管

理等の水産施策に大きく貢献しているものと考えております。 

 また、延べ９回の資源評価会議を開催いたしまして、国内の漁業者に資源評価結果を周知したほ

か、国際的にも地域漁業管理委員会における議論に対応するなど、国内外の資源管理に貢献してき

ました。 

 また、気候変動に関しましては、農林水産技術会議のプロジェクトを進めまして、高温に強いノ

リの開発、温暖化の藻場への影響評価、小型浮魚類等の水産資源の影響予測に関する研究等を実施

し、報告、発表しているところでございます。 

 右の下の図に示しましたこれは緊急対応ということですけれども、平成30年１月６日に東シナ海

で衝突・炎上し沈没したタンカーからの油の流出を受けまして、これらの油の環境や海洋生物への

影響について迅速に調査、分析し、報告しております。以上のような成果は、国際資源管理及び食

の安全・安心を初めとする水産施策の展開に大きく貢献しているものと考えています。 

 次は、イノベーションの推進でございます。この中では、主な実績としましては、平成29年７月

６日に理化学研究所と包括連携協定を締結し、今後、さまざまな水産現場の課題解決を理化学研究

所の持つ異分野の基礎的研究力をもって進めることにいたしました。連携分野はここに示すような

ことで、新たなメタボローム解析等を用いて餌開発に資する技術開発をするとか、環境改善に関す

る研究を進めることとしております。また、28年度に設立しました産学官連携による異分野融合を

行うシステムとしまして、水産増養殖産業イノベーション・プラットフォームという活動を継続し

ております。この中では、研究コンソーシアム形成を図って、新たな研究課題にチャレンジしてい

くあるいは課題提案を行っていくということを実施しております。昨年度スタート段階では、会員

数48名であったものが現在ではありませんが、29年度の終了時点で、３月時点で96者と倍増してお

ります。このようにイノベーション推進活動を進めたことに加えまして、国内外の他の独法、大学、
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民間等の共同研究を112件実施する、これは数値目標110件を上回って実施しておりまして、将来の

イノベーションの基盤形成を大きく推進したものと考えております。 

 次は、地域水産業研究のハブ機能の強化でございます。これは、基本的には各地の公立試験研究

機関、大学、業界等との連携を図る仕組みを強化したとございますけれども、ニーズの収集につき

ましては、全国水産業関係研究開発推進会議、これは各ブロックでこういった推進会議を行ってお

りますし、分野別にもこういった推進会議を行って、広く意見交換し、ニーズの収集をしておりま

す。 

 その中で幾つかの具体例について示しますと、クロマグロ養殖の推進におきましては、養殖関係

者が幅広く情報交換するネットワーク構築を目指した全国クロマグロ養殖連絡協議会、こういった

ものを設置しまして、この協議会活動として、輸出展開事業として中国でのシーフードショーでＰ

Ｒいたしました。また、地域に密着した水産業振興ということでは、地域で深刻化している人材不

足、高齢化に対応して高生産性・高付加価値化のために、こちらは青森県八戸地区で実施している

ことですけれども、センシング技術やＩＣＴにより漁獲物の選別や加工の省力化・見える化する技

術開発を進めております。また、離島振興ということで、長崎県の五島地域におきまして養殖作業

船としての水素燃料電池漁船の試設計、磯焼け対策、二枚貝養殖、クエの陸上養殖等の技術開発を

推進いたしました。また、東日本大震災被災地の復興支援につきましては、被災地の現状と課題を

踏まえまして、行政と連携しまして岩手県でのスルメイカ高鮮度化、宮城県でのカキのブランド化

等の技術開発を推進してきました。また、福島県とは本格操業に向けた操業支援を行うとともに、

先端的な加工・流通技術普及のための協議を実施し、平成30年度の先端展開事業として課題提案し

て、採択されております。 

 国際問題への積極的な対応というところで、まずお示ししたいのが米国の海洋大気庁海洋漁業局、

ＮＯＡＡですけれども、ここと包括的研究交流、ＭＯＵを４月18日に締結いたしました。これまで

の増殖分野での定期的交流に加えて、資源評価や環境ＤＮＡ、こういった分野においても今後の共

同研究を進めるということで意見交換を進めているところでございます。 

 また、２つ目としましては、ＩＵＵ漁業対策のシンポジウムを早稲田大学等と共催したというこ

と、ここでは議長を務めております。また、地域漁業管理機関である中西部太平洋まぐろ類委員会、

ＷＣＰＦＣなどの国際会議におきまして、職員が議長、委員を務めて国際機関の運営に貢献してい

るところでございます。 

 また、一昨年度、フランスのＩＦＲＥＭＥＲとも包括連携を結んでおりますけれども、その連携

のもとにカキ養殖や貝毒に関する共同研究を進めております。このように国際共同研究としては、

目標15件に対して22件の共同研究を実施し、国際ワークショップ等も13件実施いたしました。この

ようにＩＵＵ漁業対策やマグロ類資源管理など国際的に共通する問題に対し、イニシアチブをとっ

て対応しまして、また、フランス、アメリカ等有数な水産研究機関や国際機関との連携、協力を強

化して、国際交流は年度計画を上回って推進いたしました。 
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 次は、戦略的知的財産マネジメントについてでございます。平成29年度につきましては、国内特

許出願12件などここに示しました件数を出願、登録しました。また、権利の維持につきましては、

国内では審査請求を８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せずに放棄

するなど適切な管理を行いました。特許権の許諾ですけれども、新規許諾３件を含めて、年度末時

点で59件ございます。ここに示しましたのは、新しく権利化した特許の一つで、カートリッジ式の

海藻を生やす部分を持つ藻場造成装置になります。 

 次は、研究成果等の社会還元の強化でございます。基本的にはＩＣＴメディアを活用し、研究開

発成果や人材育成業務等の情報を積極的に発信し、成果の最大化に努めているところでございます。 

 まず、当機構への理解を深めるために中央水産研究所の日光庁舎に併設されている広報展示施設

「さかなと森の観察園」ですけれども、ここで包括連携を結んでおります女子美大の協力のもと展

示物やコンテンツ、看板等を新たに製作し、30年３月にリニューアルオープンいたしました。この

施設「さかなと森の観察園」の資料館の中ですけれども、非常に歴史的な雰囲気を持つ建物であり

まして、そういった雰囲気によくマッチしたリニューアル内容となっております。 

 こちらは平成28年度にリニューアルしました千歳の展示施設「千歳さけますの森 さけます情報

館」でございます。リニューアルして宣伝に努めた結果、平成29年度は来場者数が大幅に増加して

おります。その他、数値目標に挙げているものにつきましては、全て達成いたしました。 

 続きまして、社会還元の強化について技術移転活動と双方向コミュニケーションについてです。 

 これではシーフードショーを大阪などに出展するとともに、それらの場で技術交流セミナーをそ

れぞれ開催しまして、水産振興に係るセミナー、交流セミナーを全部で12件開催いたしました。目

標は10件です。また、魚病診断や栽培漁業等の技術研修に関する講習会、講師派遣、研修生受け入

れをこのように実施しているところでございます。双方向コミュニケーションにつきましては、研

究所の一般公開でありますとかイベント活動を通じてコミュニケーションしているところでござい

ます。また、業界等との双方向コミュニケーションというものでは、ブリ類あるいはクロマグロの

研究会等を開催しまして、業界の方々との双方向のコミュニケーション等も行っておりまして、そ

の後の勉強会の運営等に活用しているところでございます。 

 ７番目としまして、研究開発業務と人材育成業務の相乗効果の発揮ということです。先ほど人材

育成業務の成果の中でも報告されていましたけれども、水産大学校の３年生の必修科目であります

水産特論で研究開発職員による講義を実施しております。また、研究所で学生インターンシップの

受け入れを行いまして、５つの研究所で17名の学生を受け入れました。それで、水産業をめぐる課

題あるいはそれを解決するための研究現場の取り組み方、最新技術等について学生の認識を深める

ことができたと思っております。また、水産大学校の練習船に水産研究所の調査船と同様のデータ

提供用ソフトを導入しまして、練習船でも海洋観測データを収集することで研究開発における有効

活用を図りました。 

 また、山口連携室ですけれども、水産大学校内に本部の組織の一部となる山口連携室を設置しま
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して、水産研究所と水産大学校がともに山口県あるいは下関市と連携して行う研究課題、14課題に

着手いたしました。これらの取り組みによりまして、今後の連携強化、シナジー効果が大いに期待

されるところでございます。 

 ＰＤＣＡサイクルの徹底でございます。業務のまとまりごとに研究開発評価会議、人材育成評価

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

や大臣評価の結果、外部有識者からの意見等を活用しまして、サイエンスコミュニケーターの配置

であるとか社会連携、広報部門の強化をしたほか、インターネットを利用した組織的な情報共有に

より労災防止の意識啓発を行うなど業務改善に努めているところでございます。その他、行政対

応・社会貢献としましては、国等が主催する各種審議会を初めとしまして、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しまして、延べ464名の役職

員を派遣しております。 

 以上、説明してきましたように、研究成果の最大化に向けた積極的な取り組みにより顕著な成果

が創出されているところでございます。さらに、将来的な成果創出も大いに期待されることから、

すぐれた業務運営がなされたものと判断し、この項目では自己評価をＡといたしました。 

○和田理事 それでは、ここからこの第４から６までをご説明いたします。お願いします。 

 まず、４でございますけれども、ここでは４－１、業務運営の効率化と経費の削減ということで、

ここの４つの小項目がございます。それぞれについてご説明をいたします。 

 まず、一般管理費等の削減についてですが、これは運営費交付金の一般管理費、業務経費いずれ

にいたしましても、中期計画においてそれぞれ３％、１％の削減目標が定められております。29年

度もこの目標を達成いたしました。 

 それから、調達の合理化についてでございます。29年度には、これは総務省からのご指導により

まして、調査研究業務という特殊性に鑑みて随意契約によってもよろしいと、そういったものがご

ざいますので、それにつきまして当機構の会計規程に定めをしまして、それに基づき51件について

随意契約を実施いたしました。また、複数年契約を積極的に進めまして、年間で約7,300万円の経

費の節減を図っております。また、契約事務の透明性を確保するため、外部委員を含む契約監視委

員会で個別の調達案件の事後点検を行うとともに、契約の締結に関する情報はホームページで速や

かに公表しております。 

 次が３の組織・業務の効率化についてでございます。機構の調査・研究を将来にわたって着実に

実施するため、外部の有識者によります研究体制のあり方の検討会を水産庁とともに４回開催をい

たしました。ことしの春にこの検討会の提言をいただいたわけでございますが、それをもとに今後

研究体制の見直し等について具体的な検討を行うこととしております。また、水産大学校の支援部

門と本部の役割分担を明確化した上で組織体制を検証したほか、情報システム等の整備、これは具

体的にはソフトウエアのパッケージであるオフィス３６５、これの利用拡大を図り、各所でテレビ

会議を導入するなどしております。そういったシステムの整備も推進いたしました。 
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 また、４番目の施設・設備等の適正化と効率的運用についてでございます。施設の整備としまし

ては、平成29年度の施設整備費補助金によりまして、西海区水研五島庁舎の飼育実験棟の新築工事

を行いましたほか、研究開発に必要な大型の分析機器などの整備を行っております。また、先ほど

もございましたが、新しく建造された天鷹丸が練習・研究の共用船として機能するように運行計画

の調整を行ったほか、オープンラボということで当機構が保有する施設、機材の外部利用の促進も

図ったところでございます。以上のように、この中項目に係る業務につきましては、いずれも計画

に定める目標を達成していると認められましたので、自己評価をＢとしております。 

○長谷川理事 では、総務・財務担当の長谷川でございます。 

 続きまして、第５の財務内容の改善に関する事項につきまして、評価単位の注目ごとに業務実績

と自己評価をご説明申し上げます。 

 まず、一番上、５－１の収支の均衡でございます。会計システムを利用いたしまして、予算と支

出の執行管理を行っております。例えば会計検査院への計算証明書類の提出とか監査法人の確認を

受けながら財務諸表を作成するなど適正な財務管理を達成したことから、年度計画における初期の

目標を達成していると認められましたので、自己評価はＢ評価といたしました。 

 続きまして、５－２、業務の効率化を反映した予算計画の策定と遵守についてでございます。セ

グメントごとの予算を策定いたしまして、セグメント内で収益化単位により予算と実績を管理いた

しました。資金計画についてでございますが、これまでと同様、平成29年度も短期借り入れの実績

はなく、目的積立金となる剰余金は生じておりません。以上のとおり、年度計画における初期の目

標を達成していると認められましたので、自己評価はＢ評価といたしました。 

 続きまして、５－３、自己収入の確保についてでございます。機構の目的に合致いたします受託

費などの外部資金272課題を積極的に受け入れまして、外部資金の合計額は39億5,700万円となりま

した。それから、研究・教育勘定における特許収入、実験施設などの貸付収入など事業収益、寄附

金収益合計は５億8,400万円となりました。それから、海洋水産資源開発に伴います漁獲物売却収

入といたしまして10億1,700万円を得ております。以上のとおり、年度計画における初期の目標を

達成していると認められましたので、この項目も自己評価はＢ評価といたしました。 

 ５の最後、５－４でございますけれども、保有資産の処分でございます。毎年度保有資産の状況

について調査いたしておりまして、平成29年度は減損の兆候が認められる資産はございませんでし

た。また、平成29年度計画に基づきまして、水産大学校田名臨海実験実習所につきましては現物納

付を、代船建造で不要となりました旧天鷹丸につきましては、売却した上で売却代金4,800万円余

りの国庫納付を行っております。以上のとおり、年度計画における初期の目標を達成していると認

められましたので、自己評価はＢ評価といたしております。 

 以上でございます。 

○和田理事 続きまして、第６のその他の業務運営に関する重要事項についてご説明をいたします。 

 まず、６－１、ガバナンスの強化でございます。このうち内部統制システムの充実・強化につき
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ましては、理事長をヘッドとする内部統制委員会を設け、その下にコンプライアンス推進部会、そ

れから、リスク管理部会を設置いたしまして活動しております。具体的には、研究所等における内

部統制システムが機能しているかどうか、これを内部監査の一環としてモニタリングをするほか、

計画的な活動を行って内部統制システムの強化を図ったところでございます。 

 一方、コンプライアンスの推進では、これも計画どおりにコンプライアンスの普及啓発のための

研修、また、公的研究費が適切に使われているかどうかの状況を確認するためのモニタリング等を

実施しております。その一方で、内部告発によりまして残念ながら当機構の職員が責任著者である

研究論文の一部の図が改ざんされていた事実が判明をし、外部委員を含む調査委員会による調査の

結果、研究不正の認定に至りました。当該職員に対し、改ざん論文の撤回、論文に係る研究費の返

還、また、機構内外の競争的資金への４年間の申請の制限、また、当機構の規程に基づきます当該

職員への懲戒措置、こうしたものを講じる一方で、各研究所における論文のチェック体制の強化な

どの研究不正の防止策を講じ、定めたところでございます。また、研究記録の作成・保管の厳格化

などを試行を通じて検討中でございまして、今後、適切に実施をしていくとともに、フォローアッ

プに努めてまいりたいと考えております。 

 以上のとおり、年度計画に定める初期の目標は達成をしておりますが、なお改善を要する事項が

あると認められましたので、ここの部分は自己評価をＣとしております。残り６－２から６－６ま

でご説明をした上で、自己評価のご説明をいたします。 

 ６－２の人材の育成・確保でございます。人事に関しては、毎年度計画を立てて採用、配置、研

修等を実施しておりますが、29年度には従来の採用方式に加えて新しく経験者の採用というのを行

いました。また、男女共同参画に関しては、職員の意識を醸成するための研修ですとかアンケート

調査、また、利用可能なさまざまな制度の紹介等利用の促進を図り、男性職員についても育児休暇

の取得などにつながっております。また、人事評価に関しましては、研究業績だけではなく、例え

ば行政施策への貢献、また、技術の社会実装への貢献、こういったことも評価するように評価のシ

ステムを改善しております。 

 続きまして、６－３の情報公開の推進等でございますが、これにつきましては、計画どおりに法

人文書の管理と情報公開を実施しております。 

 また、６－４の情報セキュリティ対策の強化では、これは全職員を対象にｅ－ラーニング等によ

りまして研修を行うとともに、標的型のメール攻撃に対する訓練も実施をしております。また、組

織内の事故があった場合の初動体制を強化するためにＣＳＩＲＴと申します組織内のこういった分

野にすぐれた職員で構成される組織のスキルアップのために、外部の研修を受けさせるなどの措置

を講じております。 

 続きまして、６－５の環境対策・安全管理の推進でございます。これにつきましては、計画どお

り環境対策、災害訓練とか緊急連絡システム等の対応を行うと同時に、環境関連の調達、それを

100％達成しております。また、安全管理につきましては、施設等の安全点検のほか、職員のスト
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レスチェック等を行いまして、必要に応じて産業医等の面談を受けさせる等の対応をとっておりま

す。 

 ６－６、その他でございます。ここにつきましては、計画どおりの積立金の処分、それから、敷

金返戻金の運用、こういったことを実施いたしております。また、外部からの借地になっておりま

す宮古庁舎でございますけれども、ここの借地の購入について検討いたしましたが、当面、宮古庁

舎を国庫に返納する等の予定はないことから、借地の購入は行わないことといたしております。 

 以上のとおり、この６－２から６－６にかけましては、年度計画どおりに業務が進捗していると

いうことで、自己評価はＢ評価としております。 

○長谷川理事 それでは、続きまして、決算の概要について簡単にご説明申し上げます。 

 まず、貸借対照表についてでございます。 

 表の左下にお示ししましたように、当機構の資産合計は582億9,200万円となっております。こち

らの右下の負債純資産合計も同額でございます。左側の資産のうち大半はこちらの固定資産、特に

土地・建物などの有形固定資産でございます。右側の負債純資産の内訳でございますけれども、負

債合計が87億7,300万円、純資産合計がこちらでございますが、495億1,900万円となっております。

船舶建造費補助金による船舶、これは天鷹丸の代船建造でございますけれども、これによります資

本剰余金の増などによりまして、資本剰余金がこちらでございますけれども、昨年より約20億円増

加し、マイナス173億1,700万円となっております。 

 次に、損益計算書でございます。 

 当期の経常費用、一番上のＡのところでございますが、218億3,600万円、そのうち研究開発、船

舶などの業務部門に係る業務費につきましては197億1,100万円、管理部門に係るこちらの一般管理

費につきましては21億2,600万円となっております。経常収益、こちらのＢのところでございます

が、219億8,400万円でありまして、うち運営費交付金収益は159億4,700万円、事業収益は漁獲物売

却収入等で15億7,500万円、受託収入は30億9,200万円などとなっております。 

 その結果、こちらの経常利益、Ｃのところでございますけれども、1億4,800万円となっておりま

す。これにＤ、臨時損益の100万円及びＥ、こちらでございますけれども、前中期目標期間繰越積

立金を取り崩した額の1億1,500万円を加えました結果、当期総利益、一番下のところでございます

けれども、2億6,400万円となっております。これは天鷹丸の代船建造に伴いまして、27年度及び28

年度に支払いしました消費税及び地方消費税学の還付があったことなどによるものでございます。

これらの財務諸表などにつきましては、６月11日に当機構の会計監査人から決算内容は適正である

旨の監査報告を受けております。 

 以上でございます。 

○田中理事 それでは、全体の自己評価についてご説明いたします。 

 ただいま各担当の理事からご説明しましたとおり、当機構の平成29年度の自己評価といたしまし

ては、16の評価項目のうち、Ａ評価が３－１の取り組みの強化のところと、重点研究課題の１と２
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でございます。それに対しまして、ガバナンスの強化についてがＣということで、それ以外の12項

目がＢ評価ということになりました。総合評価は、これらの項目の全ての評価結果を点数化しまし

て、かつ項目ごとの重要性を勘案して、水産庁が設定をいたしましたこの重みづけ、ウエートで加

重平均することによって点数を算出することになっております。ちなみにＳが４点、Ａが３点、Ｂ

が２点、Ｃが１点、Ｄが０点ということになります。そして、計算をいたしますと、加重平均の数

値としては2.44ということになりまして、2.5未満1.5以上の数字はＢの評価に該当いたしますので、

総合の評定としては自動的にＢということで出てきたところでございます。 

 では、続いて監事からの報告を。 

○前監事 監事の前でございます。 

 資料１－８に基づきまして、監査の報告をいたしたいと思います。 

 １ページ目は監事からの機構理事長宛の提出にかかる型紙ですので、２ページ、３ページ目が監

査報告の本体でございます。この報告自身は総務省のほうから様式が示されておりまして、様式、

項目が示されておりますので、この内容の中で特段問題があるとかいう報告はございませんので、

適切に行われているということだと思います。 

 なお、先ほど長谷川理事のほうからもございましたが、Ⅱの４の財務諸表につきまして独自の監

査法人のほうからその次というか、後ろの６ページ、７ページに報告いただいておりますが、いわ

ゆる無限定適正という形での監査報告をいただいております。これだけですと、非常に簡単過ぎま

すので、いつも公式な監査報告を出すに当たりまして、私どものほうで気がついた点について補足

意見という形で今回、４ページ、５ページ目に挙げているような形で出させていただきました。総

論のほうは置いておきまして、個別事項として今回気になった点、４点挙げてございます。 

 １点目は、29年度から30年度頭にかけまして水産庁と機構のほうで共同して研究体制のあり方に

関する検討会というのがございまして、その提言が平成30年４月に公表されてございます。現在、

機構のほうでこの提言を踏まえて、あるいはいろんな社会情勢を踏まえて研究体制のあり方につい

ての具体的な検討が進められているところでございますが、どうしてもこういうことの中で研究者

の方々は自分の仕事そのものに関係してくるものですから、その検討に当たっては、特に研究所の

職員の方々に丁寧に説明していってモチベーションの低下などがないようにということに気をつけ

ていただきたいというのが１点目でございます。 

 ２点目は、先ほど和田理事のほうからありました研究不正でございますが、このこと自身、こう

いうことが発生したこと自身は極めて遺憾だと考えております。この発端のところから調査委員会

等あるいは対策まで含めての対応そのものは適切にとられたと思っております。今後はこの再発防

止のための対策というのも作成されておりますので、これを着実に実施していくということが極め

て重要だと思っております。この再発防止策そのものの紙に書いたものとしては、こういうものに

なるんだと思いますし、適切なものだと思いますが、やっぱり一方で、紙に書けないようなふだん

の上下あるいは左右のお互いのよく意思疎通なりそういうものが円滑に進んでいくということがい
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ろんな意味でも重要だと思いますので、紙に書かれた再発防止策にプラスして、そういう点での気

遣いというのが非常に重要だと思います。 

 ３番目は、海洋水産資源開発勘定ということで、これは昔、海洋水産資源開発センターの事業を

引き継いでいる部分については別勘定で仕事が行われているわけですけれども、これは船を用船し

てきて企業化の調査をやるというような形で、１つの単位の事業規模なりお金が非常に大きく動く

ものでありますが、何かちょっとうまく船が出せなかったというようなことになると大幅にやれな

かったりお金が使えなかったり、あるいは先ほど10億円ぐらいのお金が出ていましたが、漁獲物の

販売収入がふえたり減ったりということで、なかなか計画等の関係でうまくやれないようなところ

がどうしても出てくるわけだと思います。 

 一方で、成長産業化ということがあって養殖の事業にも今後考えていくと、この勘定の中で考え

ていくというお話がございますので、その中長期の５年間の大きな目標の中では前提としつつ、毎

年の計画なりロードマップなんかを見直しながら適切な執行なりを進めていくことが重要だと思い

ます。 

 最後、４番目ですが、多様な人材ということで、１つはずっと課題になっておりました障害者の

雇用の法定要件ということについてはずっと低かったんですけれども、30年度当初においてほぼ改

善されたということですけれども、これについては引き続き注意していっていただきたいというこ

とです。当機構につきましては、もともと研究開発職の方、技術職の方、あと、教職の方、船の方、

それに非常勤の方とかいろんな方の非常にダイバーシティのある職場だと思います。また、経験者

採用というような形で新たな採用も始まっておりますし、また、女性の活躍ということで管理職に

取り上げていこうとかというような取り組みも政府全体として進んでおりますので、そういうダイ

バーシティのある職場だということですので、これも先ほどと同じことになりますが、コミュニケ

ーションギャップとか組織間の不和・対立がないように、絶えずいろんな意味での注意を払ってい

く必要があるんじゃないかということでございます。 

 以上、４点ご報告させていただきました。 

○田中理事 説明は以上でございます。 

○金子部会長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。委員の皆様、いか

がでしょうか。 

 それでは、私のほうから１つ。論文の捏造といいますか問題があったということで、非常に残念

なことではありますが、逆の意味で考えますと、内部告発があったというのは、いい面という言い

方はちょっと適切ではございませんけれども、風通しがよくなっているという捉え方もできなくは

ないかなと。前監事のほうからご説明ありましたように、その後の対処がそれなりに適切であった

ということではないかなと私も思います。 

 ただ、１点気になるのは、はっきりさせていただきたいのは、捏造が図に関するものであって研
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究内容までには及んでいないという認識でその辺はよろしいんでしょうか。 

○和田理事 はい、研究の結果、論文の結論そのものについては間違いございません。そういうふ

うに第三者を入れた調査委員会でご判断をいただいております。 

○金子部会長 といいますのは、先ほどのスライドの中にもそれに関連するデータがあったかと思

うんですけれども、それは内容には問題ないから掲載しているということでよろしいわけですね。 

○和田理事 はい、そのとおりです。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

○辻専門委員 それに関して。 

○金子部会長 どうぞ。 

○辻専門委員 これにつきましては、新聞記者の立場で、記者クラブで詳しい説明をお聞きしてい

るんですけれども、どうもあのときの感想とすると、研究成果をわかりやすくするために誇張した

ということのように理解しています。それで、受けたイメージからすると、どうもやはり職場の環

境といいますか、先ほど前監事からもご指摘ありましたけれども、上下関係であるとか、そういう

人間関係ですね。そこの構築が非常に不足していたのではないかということをお話を聞いて感じま

した。ですから、もう少し人と人との触れ合いとか、おつき合いとか、研究は大変かと思いますけ

れども、そういうことがちょっと不足していたんじゃないかなと非常に思います。 

○和田理事 ご指摘のとおりでございまして、それで、対策として、特に弱い立場にある契約職員

が上司の命令で、例えば不当なといいますか、日常の業務でも圧迫を受けないように定期的にいわ

ゆる上司のさらに上司といいますか、管理職が面談をしたり、何か問題がないかどうか常に気を配

るように、そういった措置も今後のこういった研究不正を防いでいくということで、防止策として

とっているところでございます。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○東海専門委員 今のに関連してですけれども、水産研究所もそれから水産大学校も含めてなんで

すけれども、研究倫理教育をどのように進められているか。研究不正と、それから、研究費の不正

使用に対しての教育ですね。これは我々、私どものような国立大学法人の場合では、研究者はもち

ろん、それから、非常勤の研究者、それから、大学院生も研究倫理教育を受けないといけないと。

今はもう学部生も必ず受けるようになってきていると。いわゆる研究にかかわる者は全て受けると

いうふうなことになっておりますが、そのあたりはどのような形になっているでしょうか。 

○和田理事 研究不正に関しては、まず以前から特に公的資金の適切な使用ということで、これは

もうかなりの歴史になりますけれども、研究開発職を中心に、ただ、これは一般職も絡みますので、

全職員、これは契約職員も入っていましたよね、研修の中では。契約職員も含めてｅ－ラーニング

等を通じて研修を課せられております。 
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 それから、研究不正に関しては、これは特に研究開発職員を中心に例えばまず管理職、それから、

新たに採用された者、こういった者についていろんな研修の機会を通じて研究不正については注意

喚起をしてきたところなんですけれども、今回こういうことが起こったということで、今後はさら

にその幅を広げて、範囲を広げて注意喚起といいますか、研修を繰り返していくということをやり

たいと。あとは、それから、やはり実際の研究を進めていって、それを論文等として発表する段階

でのチェックといいますか、指導といいますか、そういったものを実際の業務の中で徹底をしてい

きたいというふうに考えております。 

○鷲尾理事 水産大学校に関しましては、今、研究所のほうと共通の部分もありますし、それ以外

に研究倫理に関する授業科目、特立てして設定しているわけではないんですけれども、そういう水

産研究活動全体にかかわる進捗を指導していくような、そういう科目の中に研究倫理というのを置

いております。しかも、それを５学科共通といいましょうか、５学科から出てきた先生方がワーク

ショップ形式で相互にチェックしながら研究を進めるという形を運営しておりますので、ほかの立

場からの、ほかの専門性からのチェックがきくような、そういう取り組みをしております。それと、

科研費あるいは外部資金の獲得、それから、不正利用等の研修というのも逐次研修を進めていると

ころであります。 

 それと、ラボノートの導入というのは既にやっておりまして、学生たちの卒業研究、それから、

研究科の研究、いずれもラボノートを整備させ、それの見本となる教員のラボノートというものも

つけて、年に何回かチェックがかかるような仕組みにしております。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○辻専門委員 この間の不正のときもニュースリリース、あれを委員の先生たちにもお配りしたほ

うがいいと思います。ガスクロのところのちょっと細工したところのニュースリリースがホームペ

ージに出ていますけれども、それを先生方にお配りしたほうがいいと思います。 

○和田理事 水産庁はそれでよろしいですか。では、後で水産庁を経由してお届けするようにしま

す。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 では、佐藤委員、お願いします。 

○佐藤臨時委員 佐藤でございます。 

 ４－１の業務運営の効率化と経費の削減の（２）の調達の合理化のところなんですが、事務の効

率化により約7,300万円の経費節減ということで、組織としては大変よいことだとは思うんですが、

ちょっと私がよく聞いていなかったのかもしれないんですけれども、どんなふうな形での経費節減

であったのでしょうか。人件費的なものだったりするのでしょうか。正規と非正規の待遇の違いだ

とか立場の弱い人が競争の中で賃金が安くなったりすることが話題になっています。世の中の規定

もあるので、それを超えたことではないとは思いますが、どんなことであるか教えてください。そ
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れから、その内容によってはさらに経費節減がほかの組織でもでき得るものであれば大いに参考に

なることだと思いまして、お尋ね申し上げます。 

○長谷川理事 どうもありがとうございます。 

 ここの経費の節減につきましては、我々が契約において、いわゆる物品とか役務なりそういった

ものの調達において経費を縮減したものでございまして、いわゆる人件費とかそういう類のもので

はありません。具体的には、例えば単年で入札するとかだけではなくて、複数年契約することによ

って経費を落とすとか、それから、よその他の官署と物品の共同購入をするとか、そういったいわ

ゆるスケールメリットなり一種の調達をより効率化することによって、従前よりも安く物品を調達

する、そういったような取り組みをやっております。そういったメニューを調達合理化計画という

ものをつくって、その中に盛り込んでおりまして、それで、もしそれをやらなかったらというもの

に対する実際に縮減した金額が7,300万円であったということでございます。 

○佐藤臨時委員 ありがとうございます。 

○金子部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 では、もう一点私のほうから。すみませんけれども、38ページを出していただけますか。学習支

援ということなんですけれども、医務室の利用というところが少し気になりまして、延べ1,757件、

けが等の処置が359件、相談1,398件、それで学生数が学部だけかもしれませんけれども、740名と

いうことですので、この数をどういうふうに評価していいのかちょっと悩ましいところなんですけ

れども、どのようにお考えでしょうか。 

○中田理事 数自体は延べ数です。だから、同じ学生が何回も通うというようなことが日常的にあ

るということを示しております。親元を離れて暮らしている学生がほとんどで、いろいろ初めてそ

ういう経験をする者が多くて、悩みのある子供たちを支援する一つの体制だと思っております。 

 小学校等でも医務室で過ごす子供がいるということはよくあると思いますけれども、看護師の方

のキャラクターもあるのかもしれませんけれども、非常に受け入れてもらいやすい雰囲気があって、

そこに１日２回は顔を見るみたいな学生もいるようです。 

○金子部会長 それは相談のほうですね。それは非常にいいことだと思うんですけれども、けが等

の処置のほうで359件というのは、大したけがじゃないんでしょうけれども、どのようなことなん

ですかね。 

○中田理事 すみません。これに関しては詳しい情報を持っておりませんけれども、大きいけがの

場合にはこちらにも連絡が来ておりますけれども、そういうものは年間１回、２回そういう形ぐら

いのものです。 

○金子部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 東海委員、お願いします。 

○東海専門委員 教育機関としての部分、人材育成業務のところで幾つかお尋ねさせていただきま
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す。 

 定員の充足率も非常にいい数字で出されているというふうに理解しておりますけれども、従前の

ときにはもう少し細かな数字があったところですけれども、競争倍率ですけれども、学科ごとにか

なり差があったように思うんですけれども、そのあたり、こちらのほうの分厚い資料でちょっと拝

見していると、ちょっと低い学科が多少あると。それから、そうした場合、これは志願者に対して

の定員で、定員に対する志願者で計算されているんですけれども、合格者であると、要するに実質

的な競争倍率がどうなっているのかですね。国立大学の工学系ですと、３倍を切ってくると黄色信

号、２倍になると赤信号というふうに言ったりしますので、そういったところが少しあるのかな。 

 それから、就職に関しても非常に目標値の75％をしっかりと達成されているので、相変わらずき

っちりと指導されているんだなというのはわかるんですけれども、最近話題になっておりますのは、

３年後の離職率ですね。そのあたりというのは何か調査をされているのでしょうかということです。 

○鷲尾理事 後ろのほうの３年後の離職率ですけれども、数年前から継続的に追跡しておりまして、

うちの場合でやはり２割程度はございます。ただ、一般的なところで言うと３割ありますので、そ

れから言うと定着性はいいのかなというふうには思っております。なかなかなくなりはしないです

ね。そういう点があります。 

 それと、入試倍率のほうですけれども、ご指摘のとおり全体としては5.1倍を数えておりますが、

やはり生物生産学科が十数倍という高い数字で、人気か高い。やっぱりさかなクン効果が非常に大

きいのかと思いますけれども、それがきっかけで水産に目を向けてくれて、第二志望で海洋生産管

理あるいは流通系等に職種を向ける学生もおりまして、第二志望であっても、その後非常にその学

科の特性を理解するにつれて定着していくという効果もあらわれているのではないかと思います。 

 低い倍率の学科として流通系学科というものがあるんですけれども、そういう形で流通経営とい

う経済的な側面を持った学科に編成してからまだ10年余りしかたっておりませんので、なかなかな

じまれていなかった点があるんですけれども、ここ最近、まき網船団の息子であるとか、あるいは

道の駅をおばあちゃんがやっているので、その孫であるとかいうのが６次産業化をやりたいからう

ちの学校を受けてくると、そういう目的志向のものが明確に出てきまして、それなりの市場ができ

てきたのかなというふうには理解しております。 

 それと、我が校では秋の推薦入試と２月の一般入試と２回しかやっておりません。それでこの数

字ですので、何回も入試をして、フルカウントしてやるという制度ではありませんので、非常に実

数には近いのではないかと考えております。 

 もう一つ、海洋機械工学、機関士を目指すコースがあるんですけれども、やはり水産の中にこう

いう工学系があるというのもなかなか理解されていないところでありまして、工業高校等あるいは

工業科を志向するものへの高校訪問等による周知を図っているところですけれども、やはり水産の

お魚が好きだという人たちの中で言うと、数学物理というのか難関でありますので、そのギャップ

を埋めるのが毎年苦労しているところです。やっぱり入ってくると、非常に指向性の強い、機関士
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になるんだという強い目的を持った者はすっと進級していきますし、やはりその辺で違和感を抱い

ていた人間が３年生、４年生で留年するというような形、安易に進級させるということをやってお

りませんので、３年生にかなりの人数が滞留してくるということが生じております。そのあたり、

水産系の工学というものの理解をさらに広めていく必要があるというふうに考えております。 

 また、就職関係でも（水産業及びその関連分野への就職割合（就職内定者ベース）は、）83％に

なっちゃったんですけれども、想定は85％だったんですね。やはり就職関係がいいために機関士系

が水産ではない船会社に持っていかれてしまいました。そういう点がちょっと悩みとしてございま

す。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これをもって水産研究・教育機構の平成29事業年度業務実績及び自己評価結果の質疑

を終了いたします。ありがとうございました。 

 ただいまより10分ほど休憩に入りたいと思います。あちらの時計、若干あっていないように思う

んですけれども、40分までをめどとしてよろしいでしょうか。 

 それでは、休憩に入ります。 

午後３時３０分 休憩 

午後３時４１分 再開 

○金子部会長 それでは、続きまして、議題２の北方領土問題対策協会の平成29事業年度業務実績

及び第３期中期目標期間業務実績に関する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 私、北方領土問題対策協会専務理事の古矢と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。恐縮ですが、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活動や４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金融を行う貸付業務の２つの業務を運営し

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

 お手元の資料をご確認ください。 

 資料２－１が北方領土問題対策協会の平成29事業年度業務実績及び自己評価結果、資料２－２が

北方領土問題対策協会の第３期中期目標期間業務実績及び自己評価結果となっております。これは

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た

ものでございます。 

 そして、資料２－３が平成29年度業務実績報告書及び自己評価書（融資事業のみ抜粋）、そして、

資料２－４が中期目標期間業務実績報告書及び自己評価書（融資事業のみ抜粋）でございます。こ

の２つは当協会が作成したものでございます。本日は平成29年度の業務についてと中期目標期間の
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業務実績についてご説明しますが、時間の都合上、資料２－４の中期目標期間業務実績報告書及び

自己評価書のみを使用し、２つをあわせてご説明したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、ただいま申し上げました資料２－４の５ページ、２ポツ、独立行政法人北方領土問題

対策協会中期計画（平成25年度～29年度）業務実績一覧表と記載されている横の資料をごらんくだ

さい。これに沿って説明いたします。 

 まず、貸付業務の中期計画ですが、①として融資制度の周知、②として関係機関との連携強化、

③として事業結果の分析・検証、④として融資資格承継の的確な審査、⑤としてリスク管理債権の

適正な管理、そして、⑥として法人資金の停止となっております。 

 同じページの下のところ、５列の表になっているところをごらんいただきたいと思います。一番

右の欄が平成29年度分となっております。 

 まず、①の融資制度の周知についてですが、内容の周知や要望の聞き取りを目的とした融資説明

会と新規貸付・生前承継手続等について個別に対応する融資相談会を平成29年度は前年度と同様に

12回開催し、456名の方にご参加いただきました。これらの説明会等は５年を通して開催しており、

参加人数はおおむね横ばいで推移しております。また、ダイレクトメール、協会広報誌等も利用し

広く周知を図りました。 

 次に、②の関係金融機関との連携強化についてですが、平成29年度は平成29年４月20日に漁業共

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、担当窓口との連絡調整を一層

緊密・円滑にし、利用促進を図りました。この会議も５年間開催し、定期的な情報交換を行いまし

た。 

 ③の事業結果の分析・検証については、ちょっと資料を戻っていただきまして、２ページをごら

んいただきたいと思います。 

 現在の融資メニュー全般にわたり、年齢、居住地域、収入、資金の利用目的、借入額等を分析し

たところ、市場金利の低下に伴い相対的に高利率となった生活資金と資金ニーズに合致しにくくな

っている更生資金の利用件数が著しく減少していること、一部の利用目的について貸付限度額が不

足していることが確認できました。これに加え、各種説明会等での要望や公的機関等の統計データ

を勘案し、本ページの図のような見直しを行いました。 

 生活資金については、利用目的等に応じて償還期限、貸付限度額、適用利率等の貸付条件の見直

しを行いました。具体的には、償還期限と貸付限度額を利用目的別に分けました。生活資金の中で

も現状の利用目的が子供の進学時入学金、医療費、その他臨時的に生活で必要と認められる物品等

の購入資金となっているものにつきましては、利用目的に技能取得費を追加し、償還期限を５年か

ら６年、金額を70万円から120万円以内に引き上げました。なお、特に必要と認められる場合に限

り、限度額は250万円としました。 

 さらに、高齢社会の進展に伴い、借入資格承継者の親世代に係る介護・医療費の負担に対する資
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金ニーズがあることがわかったため、生活資金の中にこれに対応するための枠を設けました。内容

は、介護施設入居費、福祉車両購入資金等介護に係る臨時的資金とし、償還資金は10年以内、金額

は300万円以内としました。生活維持・その他臨時小口生活資金は現状と同じ５年以内、40万円以

内としております。これらの適用利率につきましては、現状の3.0％から個人向けの無担保融資と

いう点で類似する日本政策金融公庫の教育一般貸付の適用金利を指標の金利とし、既存の他の資金

と同様に市場金利の80％である1.4％とし、市場金利の低下にも対応できるようにいたしました。 

 一方で更生資金については、かつて行商や小規模食料品店といった小規模事業者に多く利用され

てきましたが、近年、申し込みはほとんどなく、一定の役割を終えたと判断し、廃止することとし

ました。これらについては、融資資格者や関係機関に周知を図った上で、早期に新しい融資メニュ

ーの実施を目指したいと考えております。 

 恐縮ですが、再度ページをお送りいただきまして、７ページをごらんください。 

 ④の融資資格承継の的確な審査につきましては、戸籍謄本等の公証やその他必要書類に基づいて

要件確認を厳格に行いました。 

 次に、⑤のリスク管理債権の適正な管理についてご説明いたします。 

 財務の健全性確保には、初期延滞者への対応が非常に重要でございます。平成29年度には、３カ

月未満延滞者への電話督促を217件、当協会がリスク管理債権として扱っている３カ月以上延滞者

への電話督促が52件、文書督促を130件行いました。この５年間、同様に電話・文書での督促等を

行い、管理・回収に努めた結果、ここには記載されていませんが、回収不能見積額である貸倒引当

金を５年連続で減少させることができました。 

 全資産のリスク管理債権比率についてですが、平成29年度は1.58％となっております。これは協

会の平成29年度の年度計画で掲げております全国預金取扱金融機関の平成27年度末の平均比率であ

る1.97％以下に抑えられており、５年連続で目標を達成いたしました。 

 資金使途別に見ていきますと、更生・生活資金のリスク管理債権については、52万7,000円の縮

減を行っております。１段飛びまして、住宅資金については255万円の縮減を行っております。ど

ちらも５年連続で縮減しております。 

 一段落戻りまして、修学資金については、新たに成人した就学者全員と連帯債務契約を締結し、

債権保全に努めております。 

 ⑥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。 

 最後に自己評価でございますが、中期目標期間の各年度において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すので、Ｂ評価とさせていただいております。 

 当協会の中期目標期間の業務実績報告と平成29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がございましたらお願いいたします。 
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 お願いします。 

○辻専門委員 ないようですので。高齢者の進展に伴いということで介護・医療の新たな負担の対

応というんですが、これは具体的にはどういうようなメニューがあるんでしょう。 

○古矢専務理事 具体的な需要の内容といたしましては、例えば老人ホームへの入居時に一時的に

資金が必要であるとか、あとは福祉車両、乗降のしやすい乗用車等の購入で資金が必要であるとか、

そういったものを念頭に置いております。 

○辻専門委員 あと、２世、３世の方の状況というのはいかがなものなんでしょうかね。１世の方

は高齢が進展されると思いますので、継承者ですね、継承者の状況というか。 

○古矢専務理事 継承に関しましては、１代限りということで、親世代といいますか、旧島民の

方々の生活を維持している２世ないしは３世について資格を承継できるということになっておりま

す。貸し付けでの関係で申しますと、やはり資金需要というのは２世、３世のほうがどうしても活

発というのが現状です。ですので、特に住宅資金生活とか修学資金などはそういった方に広く利用

されております。 

○金子部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤臨時委員 すみません。今のところでのお尋ねなんですが、１世の方がいらして２世、３世

に資格が生じるということでありますと、もしも１世の方がお亡くなりになってしまわれたとなる

と、事業をしていたとしても２世、３世にはもう資格はなくなってしまうということなんでしょう

か。 

○古矢専務理事 そちらにつきましては、まず承継の仕方といたしまして、生前に承継する方法と

死後に承継するというものがございます。生前承継は、１世の方の生活を支えている２世ないし３

世が、１世の方がまだ生きておられる間に承継をするという仕組みです。それで、死後承継という

のは、１世の方が亡くなられた後でも、かつてその方の生計を支えていた２世ないし３世が権利を

承継できるというものです。一度承継いたしますと、一度２世の方が承継いたしますと、１世の方

が仮に亡くなられている場合でもこちらの２世の方の借りる権利ということには影響ありませんの

で、そういったことで１世の方が亡くなられた後でも２世の方は利用することができるという仕組

みになっております。 

○佐藤臨時委員 ありがとうございます。 

 北方領土の維持を考えると、本当に大切な仕組みだと思いますけれども、本当に長い時間になる

と、いろいろと思わぬことがあって大変なんじゃないかなと思います。何か思わぬことなんていう

のがもしあったら、その例を教えていただきたく思います。あるいは現状は特に何も問題ないです

よと、それまでと変わりませんよということなんでしょうか。 

 今、元島民の方が高齢になって老人ホームに入る費用だとかというお話を伺ったので、そういっ

たところまでこの計画を最初に考えたときには想定していなかったんじゃないかなと思った次第で
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す。当初はあくまで漁業という海にかかわるような産業を続けていきたい元島民に対して、それが

できないからどういうふうにその人の生活を支えるかというところからスタートしたと思います。

ほかにも最近になって出てきたケースですとか、今から起こりそうなことだとかがもしあればご紹

介いただければと思いまして、お尋ね申し上げます。 

○古矢専務理事 考え方の基本としては、漁業権を創設された１世の方と、それから、その１世の

方の中には漁業に直接従事されていなくても、やはり島を追い出されたということで不利益を被ら

れているわけでして、その方たちの生活の助けになるためというのが制度の考え方です。そして、

その１世の方を支えている、そして、支えられていた２世、３世の人にもそれが承継できるという

仕組みです。その基本のところは変わってありませんが、それは時代に応じて内容の見直しを今回

のように進めているということです。 

 困ったことといいますか、だから、そこはこうやって微修正もしながら、現状においてそういっ

た方々の役割に資するようにという形で少しずつ見直しを行いながら続けているというところです。 

○佐藤臨時委員 ありがとうございます。 

○岩渕臨時委員 ご説明ありがとうございます。 

 ４ページで融資状況の貸付計画に対して貸付決定の表がございまして、平成29年度、４ページで

す。 

○古矢専務理事 ２－４。 

○岩渕臨時委員 ご説明のあったほうの２－４の４ページですけれども、融資状況・参考の中で平

成29年度の貸付計画に対して貸付決定がほぼ50％ぐらいというのは、過去、平成25年度以降の中で

は極めて決定が少なかったようなことになっていると思うんですけれども、その辺の理由をお話し

いただきたいのが１件。 

 それから、金額はわかるんですけれども、この金額面はわかるんですけれども、申し込み件数と

か決定件数とか、件数の資料というのはどこかにあるんでしょうか。２件、ご回答をしていただけ

ればと思います。 

○古矢専務理事 まず、29年度に貸付決定額がかなり低かったということですけれども、貸付計画

は結局資金の枠で最大限これだけ貸せますということなんですが、そちらについては14億というこ

とで変わっておりません。 

 例えば平成26年度のところを見ていただくと、実際に12億2,500万円利用していますので、14億

という枠がそれほど不自然なものではないということはご理解いただけると思います。29年度が極

めて低かったのは、やはり昨今の低金利が一番大きく影響していると思います。つまり当方の低金

利の優位性がそれに相対的に低下したと、こういう低金利下では。あと、それから１つあるのは、

ちょっとやっぱり北海道の漁業が余り芳しくなかったというところはあると思います。そこで事業

資金とか生活資金などにも影響はある可能性はありますが、そういった漁業の不調というものも影

響していると思います。 
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 次に、失礼いたしました。件数につきましては、資料２－３のほうの10ページをごらんください。 

 こちらのほうの平成29年度における貸付決定もしくは実行のところを見ていただければと思いま

す。件数、人数という形であらわしていますけれども、こちらのほうに記載させていただいており

ます。 

○岩渕臨時委員 ありがとうございました。 

○金子部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これをもって北方領土問題対策協会の質疑を終了いたします。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

○香西課長補佐 本日、水産研究・教育機構及び北方領土問題対策協会の業務実績と自己評価結果

の説明を行わせていただきましたけれども、時間に限りもございます。各委員におかれましては、

追加の質問等があるのではないかと思いますので、担当者から質問票をお送りしますので、追加の

質問等がありましたら質問事項を記入の上、担当のほうに返送していただきたいと思います。次回

の水産部会までには回答させ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す。 

 それでは、今後の水産部会スケジュールについてやはり事務局からご説明をお願いいたします。 

○香西課長補佐 資料３をお願いします。 

 本日、法人からの説明を踏まえた大臣評価案を７月の第２週中に各委員に送付を予定しています。

各委員におかれましては、大臣評価案に対する意見を７月18日までに水産庁研究指導課の担当まで

メールで提出をお願いします。 

 なお、意見出し票につきましては、担当よりメールで配付させていただきます。 

 また、７月23日に第10回水産部会の開催を予定しています。その場で農林水産大臣の評価結果に

対する委員の意見の取りまとめを予定しております。 

 以上であります。 

○金子部会長 ただいまの説明についてご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、以上で本日の予定の議事は全て終了いたしましたが、ほかに何かございます

でしょうか。 

 特にないようでしたら、以上をもちまして第９回国立研究開発法人審議会水産部会を閉会といた

します。 

 委員の皆様には、ご協力ありがとうございました。 

午後４時０５分 閉会 


