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第１８回独立行政法人評価委員会水資源機構分科会等合同会議

平成２２年７月２８日

【司会】 それでは、少し時間より前でございますけれども、先生方ほぼおそろいでござい

ますので、ただいまから第１８回独立行政法人評価委員会水資源機構分科会等合同会議を開催

いたします。

私、国土交通省水資源部水資源政策課長でございます。失礼ながら座らせていただきます。

本日司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

会議に入ります前に、あらかじめ本日お手元に配付しております資料について確認させてい

ただきます。封筒の中にセットになっていると思いますけれども、最初に議事次第、次に資料

一覧、その後に資料１－１と書いてある１枚紙、それから右肩に資料１－２と書いてある横長

の紙でございます。それから、右肩に資料１－３と書いてありますホチキスどめの紙がござい

ます。次に、今度、右肩に資料２－２とあります横長のとじた紙の束がございます。その次に

右肩、資料２－３という横長の資料がございます。次に縦長の資料で資料２－４、次、カラー

刷りのもので右肩に資料２－５とあります１枚紙がございます。次に横長で右肩に資料２－６

とありますカラー刷りのものがございます。次に、右肩に資料２－７とあります白黒の束がご

ざいます。次に、資料２－８、少し分厚い縦長の資料でございます。

その後は参考資料でございます。参考資料１、参考資料２、参考資料３、参考資料４、参考

資料５、参考資料６、参考資料７、これはカラー刷りの１枚紙です。最後に参考資料８、委員

の先生方の名簿でございます。参考資料９がございます。以上が本日お手元にお配りしておる

資料でございますけれども、全部そろっていますでしょうか。もし欠落したもの等ございまし

たら、おっしゃっていただければすぐお届けいたします。大丈夫そうでしょうか。

それでは、まず初めにご報告を申し上げます。本日は厚生労働省、農林水産省、経済産業省

及び国土交通省の各分科会等とも定足数である半数以上のご出席をいただいておりますので、

本合同会議は成立しております。

なお、森野委員から、事情により後ほどおくれてご到着というご連絡を今いただいたところ

でございます。

なお、本日の会議は、合同会議運営方針第３条及び第４条の規定に基づき、会議は非公開と

し、議事録につきましては、発言者の名前を伏せて公開することといたします。

昨年の７月の合同会議以降、委員に異動がございましたのでご紹介をさせていただきます。

国土交通省においては後委員にかわり、さくら綜合事務所取締役公認会計士の中村委員が就任

されました。

本来は、本日ご出席の委員の皆様方及び各省と水資源機構の出席者全員をご紹介させていた

だくべきところでございますが、お手元の座席表をもってかえさせていただくことをお許しく

ださい。

それでは、議事の進行を議長にお願いいたします。
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【議長】 それでは、以下の議事の進行をさせていただきます。本日はお忙しいところ、本

評価委員会にご出席いただきましてありがとうございます。

まず、議事の１に入ります。「独立行政法人水資源機構の業務実績評価に関する評価基準に

ついて」の改正について、事務局のほうからご説明をお願いします。

【事務局】 それでは、事務局から「独立行政法人水資源機構の業務実績評価に関する評価

基準の一部改正について」、資料１－１に基づきましてご説明させていただきます。

改正の背景でありますが、本合同会議におきましては評価基準を合同会議決定という形で定

めておりますが、この基準につきましては、各省の評価委員会の評価のやり方を基本的に踏ま

えて決定させていただいているところでございます。本年６月２５日付でこの基準の基礎とな

ります国土交通省独立行政法人評価委員会の評価の基準である基本方針が改正となっており

ます。これに基づきまして、今回、合同会議決定である評価基準につきましても改正をさせて

いただくものでございます。

国交省の基本方針の改正の主な理由につきましては、資料１－１、２.で示させていただい

ているとおり、現在、国土交通省においては年度評価において個別項目評価を集計したパーセ

ンテージを集計点を算出して順調等の全体評価を行っておりますが、研究独法でありますとか、

水資源機構のように、いわゆる事業系の独法、そういった様々な独立行政法人が国土交通省の

分科会にはあるわけでございますが、それらは本来、性格の違う法人を横並びに並べて比較す

るというような傾向が見られているという点がまず１点でございます。

２点目といたしましては、個々の評価項目につきましては、軽重あるにもかかわらず、すべ

ての評価項目の評価を一律合算して集計点を算出ということは必ずしも適当ではないのでは

ないかというご指摘でございます。また、現在、年度評価と中期評価のやり方が異なっており

まして、対外的なわかりやすさという観点からも、また評価業務の効率化という観点からも、

評価方法については同一であることが望ましいのではないかというご指摘もされております。

そして、現在、個別項目評価の評定を数字で表しているのが、各省と比較しても国土交通省

だけということで、今回、国土交通省の評価の基本方針において改正がなされております。こ

れらを受けまして水資源機構分科会等合同会議のいわゆる評価基準につきましても、概ね国土

交通省の基本方針の改正にあせた形で改正を行いたいと考えております。

改正の概要でございますが、３.で説明させていただきますけれども、年度評価の個別項目

の評価を５段階評価のまま、現在の５点から１点を中期目標期間と同じＳＳ、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ

の５段階とするという内容が１点でございます。

２点目といたしまして、全体評価に際しては、集計点、いわゆる個別評価の項目のパーセン

テージは算出せず、中期目標期間評価と同様、個別項目の評価を踏まえ、ＳＳからＣまでの５

段階で総合的な評定を行うという点でございます。

３点目といたしまして、個別項目の集計点を算定しないことに伴い、当該年度の業務の実施

状況全体を概観するために、各評定ごとの項目数の分布状況を示すことにするということでご

ざいます。

これらの内容を新旧としてあらわしたものが資料１－２でございます。資料１－２にありま
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すとおり、個別項目ごとの認定につきましては、右側に５点から１点と書かれておりますもの

を、ＳＳからＣまでに変更するという改正、裏面に行きまして、②のところで個別項目のいわ

ゆる集計点を算定するということがございますが、これらを算定しないと。そのかわりに左側

でございますが、各評定ごとの項目数の分布状況を示すということでございます。

総合評価につきましては、記述による業務全体評価と業務運営により算出された段階的評価

の認定及び記述による業務全体に対する評価を踏まえ、総合的な評価を行うということでござ

いまして、評定は従来の４段階から５段階のＳＳからＣにより行うという改正を考えておりま

す。

以上でございます。

【議長】 ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見があればお出しいただきたいと思

います。いかがでございましょうか。

よろしいでしょうか。５段階のものの表現を変えたということと、総合評価のときに各１６

項目足し算をしてきたのですけれども、それをとりやめるということが改正の骨子でございま

すが、よろしいでしょうか。

それでは、「独立行政法人水資源の業務実績評価に関する評価基準について」は、本日づけ

で改正の上、この後の業務実績評価の審議を行うということにさせていただきたいと思います。

なお、皆様に事前評価をお願いしておりますが、これは個別項目を５から１で評価しており

ますので、個別項目の審議の終了後に５から１をＳＳからＣと読みかえて総合評価、評価調書

の作成等を行いたいと考えております。よろしいでしょうか。

それでは、議事の２に入ります。議事の２は「平成２１年度業務実績評価」の審議でござい

ます。まず、水資源機構から平成２１年度の業務実績についての報告をお願いします。

【水資源機構】 先生方にはほんとうに暑い中、ありがとうございます。また、日ごろから

大変お世話になっているお礼を申し上げたいと思います。当機構も平成２０年度より第２期の

中期目標期間に入っておりますが、その２年目であります２１年度の業務実績につきましてご

報告申し上げたいと思います。

お手元の資料２－１が、これは非常に分厚い資料でございますが、「平成２１事業年度業務

実績報告書」でございますが、説明時間も限られておりますので、この薄い、２８ページまで

の資料２－２、「平成２１事業年度年度計画・業務実績概要対比表」を用いまして主な項目に

ついて説明させていただきたいと思います。向かって左側が２１年度の年度計画、向かって右

側がその業務実績の概要となっており、左右で対比ができるようになっております。それでは、

座って説明させていただきます。

まず、資料２－２の１ページの「安定的な用水の供給」につきましては、日ごろより気象情

報などの的確な把握や、きめ細やかな施設の操作、点検、整備を行い、安定的な用水供給に努

めてまいりました。平成２１年度は四国の吉野川水系におきまして早明浦ダム関係で１３７日、

銅山川３ダム関係で１５６日の取水制限が行われました。この間、機構では取水制限や降雨状

況を踏まえまして、香川用水では幹線水路６４カ所の分水工におけるきめ細やかな送水上の変

更操作を昼夜を問わずに実施し、また、効率的な水利用とも相まって用水を有効活用し、渇水
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被害の軽減に努めました。

また、平成２１年度より運用を開始しました香川用水調整池、宝山湖のことでございますが、

宝山湖を活用することにより、水道の取水制限に伴う減圧給水によって、宝山湖完成以前には

取水に影響のあった地域が解消されるなど、効果の早期発現によって国民生活への影響を軽減

することができました。

また、２ページでございますが、良質な用水の供給のために、日常的な水質情報の把握に努

めるとともに、水質異常を未然に防止する対策、あるいは異常が発生した際の利水者への情報

提供や影響軽減措置を図りました。

３ページの水質事故発生時の対応でございますが、平成２１年度には利根川・荒川水系で２

５５件、機構の施設がございます７水系全体で４１２件の水質事故が発生しております。機構

では、利水者、関係機関等と迅速な連絡調整を図って情報共有に努めるとともに、このうち３

７件の水質事故につきましては、取水停止、取水位置の変更、オイルフェンス、オイルマット

設置等の対策を実施しまして水質被害の拡大防止に努めてきたところでございます。

しかし、平成２２年２月、群馬用水におきまして臭気物質が混入する水質事故が発生いたし

ました。機構が実施した水管橋内面塗装工事が事故原因であることの究明が遅れまして、臭気

遮断対策、送水停止などの的確な操作と利水者への情報提供も遅れましたため、浄水場の取水

停止が適時に行われず、臭気物質がエンドユーザーへ配水される結果となりました。水管橋の

内面塗装工事に当たりましては、用水を仮設水路に切りかえた上で換気を行いながら管内の塗

装を行ってまいりました。

この事故の原因は、夜間は工事も停止しておるわけでございますが、換気を停止し、換気口

を閉めておいたところ、揮発したトルエンが流れ出て、塗装工事を行っていた水管橋と仮設水

路の合流部で用水に溶け込みまして、浄水場地点まで流下したものでありまして、その究明に

３日を要しました。

原因究明後は揮発成分の臭気遮断対策を講ずるとともに、工事を中止し、その後、利水者と

協議、調整を重ねながら管内の乾燥、換気、洗浄を繰り返して、安全性を確認した上で５月１

０日に仮設水路から水管橋に通水を切りかえました。

今回の水質事故は、一つは、良質な用水の供給に支障を来したこと、その原因の特定及び事

故発生後の利水者等への情報伝達が遅れたこと、また、発生原因が機構自らが実施した水管橋

内面塗装工事にあったことなど、評価項目の３項目に該当することから、評価項目１の良質な

用水の供給、評価項目４のリスク管理体制の整備、及び評価項目６の計画的で的確な施設の整

備、用水路等事業につきまして、機構の自己評点で減点を行っております。

なお、機構ではこれを契機に再発防止に向けまして組織内で本事案の情報を共有し、問題の

所在や対応策を議論するなど、職員の啓発や意識の向上に全社を挙げて取り組んでいるところ

であります。これらにより、リスクに対するより鋭敏な感覚を養うことや、工事の実施に当た

って現場条件を十分把握し、適切な施工管理を行うことに努めてまいります。

４ページの洪水被害の防止につきましては、平成２１年度は１１ダムで延べ１１回の洪水調

節等操作を実施しました。的確な操作によって下流の水位を低下させて洪水被害の防止に効果
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を発揮しました。

平成２１年１０月８日の台風１８号による大雨におきまして名張川が増水し、木津川ダム総

合管理事務所が管理する上流の青蓮寺ダム、比奈知ダム、及び室生ダムの３ダムが、通常の洪

水調節を実施したとしても下流の名張市街地において氾濫するおそれがございました。このた

め、国土交通省淀川ダム統合管理事務所と緊密な連携をとりまして、通常ルールよりも小さい

流量から洪水調節を開始し、３ダムによる統合操作とも相まって、通常よりも多い量の洪水を

ダムに貯め込み、名張市街地で約１,１８０戸の浸水を回避することができました。これら３

ダムの統合操作に対しまして名張市長から感謝状が、また、土木学会より淀川ダム統合管理事

務所とともに技術賞が授与されました。

５ページの施設機能の維持保全等につきましては、平成２１年度計画に基づき着実に実施し

たところでございます。

６ページのリスクへの的確な対応につきましては、耐震性能の強化、危機管理対策の強化、

業務継続計画の作成など、年度計画に基づき着実に実施してきたところであります。しかし、

群馬用水が原因となった水質事故において情報伝達の遅れ等が生じたことは、リスクへの的確

な対応の上から課題であったと考えております。

８ページのダム等事業では、年度計画に基づき計画的に進めてきたところでありますが、平

成２１年１０月９日に国土交通省から、「平成２１年度におけるダム事業の進め方について」

が発表されました。国及び機構が実施しているダム等事業のうち、既存施設の機能向上を行っ

ている事業等を除きまして、当該年度内に新たな段階に入らないこととされました。事業を継

続して進めるものとされた滝沢ダム建設事業、大山ダム建設事業、武蔵水路改築事業の３事業

につきましては、鋭意進捗を図ったところであります。また、検証の対象とするものとされま

した思川開発事業、木曽川水系連絡導水路事業、川上ダム建設事業、丹生ダム建設事業、小石

原川ダム建設事業については、新たな段階に入らない中で適切に事業を実施しました。

なお、滝沢ダム建設事業につきましては、ダム技術の発展に著しい貢献をなした画期的な事

業として評価され、平成２１年度ダム工学会技術賞を受賞いたしたところでございます。

９ページの用水路等事業についてご説明したいと思いますが、このうち５事業について計画

的に事業の進捗を図っておりまして、このうち群馬用水施設緊急改築事業について計画どおり

事業は完了し、平成２２年度より管理に移行したところでございます。群馬用水施設緊急改築

事業につきましては、予定工期内に事業費を約１９億円縮減して完了させました。老朽化、劣

化に伴う管破裂の予防保全や施設の耐震化を図ることによって、水道用水及び農業用水供給の

安全性が向上いたしました。しかし、自らの工事において水質事故を発生させたことは課題と

考えております。

豊川用水二期事業では、西部幹線併設水路について、東西分水工と駒場間約２４キロメート

ルの完成によって、水路の複線化が完了いたしました。通水の安全性向上と水管理の効率化が

図られました。

１０ページの環境保全につきましては、自然環境調査や環境保全対策を講じるとともに、８

ダム等において下流河川へ土砂を供給する堆積土砂還元を、また７ダム等において下流河川に
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流量変動を与えるフラッシュ放流を行いました。また、小水力発電につきましては、霞ヶ浦用

水小貝川発電所の工事に着手し、また、愛知用水、佐布里池流入工部での実施に向け、関係機

関との調整を行いました。

さらに水路施設や湖沼を含む３１施設において枯れ草のたい肥化等を行って一般の方に配

布する取り組みを行い、約６万３,７３０空ｍ３の枯れ草等を有効利用いたしました。

１３ページから技術力の維持・向上についてでございます。第２期中期計画に入りまして、

地球温暖化対策及び施設の長寿命化を加えた７つのテーマ、１３の重点プロジェクトから成る

新たな水資源機構技術５カ年計画に取り組んでおります。

その他、技術力の提供及び積極的な情報発信に努めるため、８０題の論文等を学会、専門誌

等に発表いたしました。１論文がダム工学会技術開発賞、２つの論文が国土交通省国土技術研

究会において優秀賞を受賞いたしました。

国際関係につきましては、ＮＡＲＢＯ活動として、アジア各国の河川流域における総合水資

源管理の普及及び河川流域管理機関の能力強化を図るなど、国際的な貢献を図ったところでご

ざいます。

１６ページは、関係機関と連携した取り組みの状況でございます。利根川・荒川水系では滝

沢ダム建設事業、武蔵水路改築事業、群馬用水施設緊急改築事業の３事業について、事業実施

計画等の法手続きを行いました。これら関東管内事業における利水者及び関係機関との調整で

は、平成２０年１２月に設置いたしました関東事業担当上席審議役等による一元的な窓口対応

により、迅速かつ円滑な調整を行い、適切に手続きを実施していたところでございます。

そのほかにも建設事業や管理業務におきまして、適宜、利水者、関係機関に対して必要な情

報の提供や説明会を開催し、関係者間の意見調整を行いながらその円滑な調整に努めました。

１７ページでございますが、水源地と下流受益地との上下流交流活動を他機関とも協力し、

３４事業所で実施いたしました。

１８ページの広報・広聴活動でございますが、渇水情報、水事情や機構の管理業務等につき

まして、各種メディアを通じて情報発信し、利水者や国民に的確な情報を提供いたしました。

特に渇水時におきましては、早明浦ダムからの補給量をグラフ掲載するなど、国民に関心の高

い水源情報の積極的な発信に努めました。

また、３０ダム等においてダムの貯水量や水位などの情報をホームページに掲載し、風水害

時にダム放流量やダム状況図を提供することで、国民や下流利水者等が上流の状況を把握でき

るようにいたしました。

なお、名張川３ダムの統合操作による洪水被害の防止や軽減などの事業の効果をわかりやす

く説明できる事例については、時宜をとらえ精力的に広報に努めていきたいと考えております。

１９ページは内部統制の強化と説明責任の向上であります。自己点検チェックシートによる

職員の自主的な点検、コンプライアンス推進についての職員討論会を全事務所で実施するなど、

倫理行動指針が職員自らの行動を律する指針となるよう取り組みました。

また、監事機能の強化などの内部統制の強化と、説明責任の向上に関する取り組みを進めま

した。
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入札契約制度については、平成２１年度に一者応札の改善への具体の取り組みを進めました。

その結果、平成２０年度の一者応札率が７０％であったのに対し、平成２１年度は４９.２％

であり、特に２１年度第４四半期における一者応札率は１９.７％まで低下いたしました。さ

らに、平成２２年度４月の一者応札率は２２.９％となっており、競争性が高まりつつあると

認識いたしております。

具体の取り組みは主に以下の５つでございまして、１つ目は発注に関する公告期間、公告方

法の見直し、２つ目は入札参加条件の緩和、３つ目は発注規模の見直し、４つ目は複数年契約

の導入、５つ目は発注の前倒しでございます。一者応札改善の取り組みにつきましては、今後

も引き続き実施してまいりたいと思っております。

入札契約の手続きにつきまして、監事による監査や外部有識者から構成される入札等監視委

員会によるチェックを受けました。平成２１年１２月に設置した契約監視委員会では、平成２

０年度契約における１者入札による契約及び随意契約について改善策及び妥当性の点検、見直

しを行いました。その意見を受けて改善策のさらなる見直しを行いました。

２１ページからは機動的な組織運営や効率的な業務運営の取り組みでございます。繁忙期、

緊急時に機動的な業務遂行が可能となるよう設置した総合技術センターを中心とした発注業

務の管内一括発注の取り組みや、現場事務所に加え、本社関係部室から構成される武蔵水路改

築工事契約プロジェクトチームにより、契約手続きの準備を円滑に進めるなど、機動的な組織

運営に努めました。また、職員の自発的取り組みによって業務改善を進める業務改善チャレン

ジを引き続き進め、効率的な業務運営に努めました。さらに、関西支社における課の統合再編

など、組織のスリム化を行いました。

２３ページの総人件費改革に伴う人件費の削減でございます。年度計画にあるおおむね４％

を上回る６.３％の削減を達成いたしました。なお、職員の給与水準の対国家公務員指数は平

成２１年度において１１６.０となりました。機構職員の給与水準は業務場所に山間僻地が多

いこと、原則として職員全員が全国転勤を行うこと、単身赴任率が高いこと等によりまして国

家公務員に対して高いものになっておりますが、引き続き適正化に向けて努力してまいりたい

と思っております。

２４ページのコスト構造改善の推進につきましては、平成２０年度に策定した水資源機構コ

スト構造改善プログラムの推進により、年度計画の目標値である９％を上回る１３.６％の縮

減を達成いたしました。

２５ページは資産管理についてでございますが、保有資産の利活用の一環として、６会議所

を処分するなどの適切な資産の管理に努めました。

２６ページの予算につきましては、年度計画の予算、収支計画、資金計画に基づき適切に執

行したところでございます。

２７ページからは、その他業務運営に関する重要事項についてでございます。第２期中期計

画の積立金につきましては、国土交通大臣の承認を受け、約３４１億円を国及び利水者負担軽

減のための取り組みに活用しておりますが、平成２１年度からの活用に当たっては、国土交通

省独立行政法人評価委員会水資源機構分科会の事前チェックを毎年２回受ける仕組みが作ら
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れたことで、その客観性と透明性の向上が図られたと思っております。

また、積立金の活用について、利水者にも情報提供を行い、効果的で適切な執行がなされる

よう努力しているところでございます。

以上、簡単でございますが、平成２１年度の業務実績を報告させていただきました。どうぞ

よろしくお願いいたします。

【議長】 どうもありがとうございました。

業務実績に関連した報告でございますが、独立行政法人業務実績評価に関しましては、国民

の意見を募集し、考慮するということが決められております。このため、あらかじめホームペ

ージに業務実績報告書を掲載いたしまして、７月８日から２０日までの間、意見募集を行いま

した。結果としてご意見がなかったということをここに報告をさせていただきたいと思います。

業務実績につきましては、個別項目の評価のところでいろいろご質問があろうかと思います

が、そこでお出しいただきたいと思います。

引き続きまして、総務省政策評価独立行政法人評価委員会の指摘事項等の対応状況につきま

して、水資源機構からご説明をお願いします。

【水資源機構】 資料２－３に基づきまして説明させていただきます。この表は一番左側の

欄に指摘事項、それから２つ目の欄に実績、それから該当評価項目、その次に自己評価、そし

て一番右側に先生方からいただきましたご意見を並べております。

まず一番最初の政府方針等に書いてあるところでございますが、事業仕分けの評価結果を踏

まえてどうやっているかということを書くということになっておりまして、実績の欄では、昨

年１１月の事業仕分けで直轄河川・直轄ダムの維持管理の評価で縮減という評価を受けて、２

２年度予算要求にその縮減を図ったということを述べております。その内容は、この大きな事

業評価本文の３８０ページに書いてあるという形で、そこに「本文Ｐ３８０」と書いてござい

ます。以下同様な形になっております。

２つ目、下の財務状況のところを見ていただきますと、ここで述べてありますのは利益剰余

金を計上している場合は、その規模の適切性というのが書いてございます。これについて、実

績の欄では私どもからは、アンダーラインでございますが、「剰余金は、その発生由来から利

水者に還元すべきものであり、将来の金利変動に備えるほかコスト増の抑制、利水者等の負担

軽減を図るための方策に計画的に活用することとしている」ということで記述させていただい

ております。

次のページにまいります。次のページは、保有資産全般の見直しでございますが、最初は実

物資産でございます。これは私どもが保有していますいろいろな資産について、その必要性を

ちゃんと検証して、不要なものは処分するということが趣旨でございます。私どもの場合には、

施設を２４時間管理するために必要な宿舎、それから事務所等を持っておりますが、基本的に

は建設事務所等は借地、それから本社を含め５つの統括事務所についても借地、それ以外の恒

久的な施設を管理するための宿舎というのは私どもで保有するという形をとっております。

これにつきましては、実績の欄の①、一番最後から５行目ほどから書いてございますが、「整

理合理化計画及び中期計画において処分するとした宿舎はもとより、それ以外の宿舎について
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も、利用状況を考慮し処分等の検討を行っているところである」と。実際に２１年度の処分に

ついては宿舎及び土地２カ所を処分、会議所６カ所についても処分というのを行ってきており

ます。

それから、この指摘事項の中には、東京事務所、海外事務所等の話がございますが、当機構

のほうには東京事務所、海外事務所は保有しておりません。

次に３ページにまいりまして金融資産でございますけれども、私どものほうは実績の欄で、

①の事業資産としての金融資産は有してございません。機構の現金等の資産につきましては、

これは愛知豊川用水等で現金、それから有価証券等を持っておりますけれども、これは将来の

改築更新に向けての準備するお金、それから、それに向けての証券として持っておりますので、

その旨を記載させていただいております。

次のページにまいります。４ページ。ここに資産の運用・管理とございますけれども、先ほ

どは保有に関してでしたけれども、ここでは実際に運用をしっかりやっているかということを

聞いております。活用の状況等でございます。私どものほうの保有宿舎につきましては、現在、

利用率が７５％、借り上げ宿舎については９９％を利用しております。私どもは異動が多うご

ざいますので、適正な管理をしていると考えております。

それから、この中の⑤でございますけれども、広報展示館等の話がございます。私どもの広

報展示館等は災害時には周辺の住民の避難所として重要な役割も担っておりますし、運営縮減

のために、企画運営に関する業務は廃止して直営で行ったりとか、そういう合理化を図ってい

るところでございます。その旨記述させていただいております。

それから５ページにまいりまして、人件費管理でございます。これは人件費そのもの、それ

から福利厚生費の見直し、それから保険料の法人負担分、それから国家公務員の給与等と比較

して高い場合、その理由を述べるようになってございます。この項目につきまして、給与につ

きましては次の６ページ、実績の２つ目のところに⑤とございますけれども、私どもは平成２

１年度では職員本給のカット、本社課長補佐手当の段階的縮減、業績手当支給月数の減、地域

勤務型職員の制度の導入という形で現在努力している旨を記述しております。

それから、７ページになりますけれども、⑧の欄に平成１７年と比較して６.３％縮減、計

画の４％に対して大きな縮減率であったということを記入させていただいております。

それから、次が契約についてでございます。主に随意契約見直し、それから一者応札対応の

ことでございますけれども、随意契約見直し計画につきましては、１９.７％の計画値に対し

て１７.１％というのを達成しているという旨、それから先ほど理事長からご報告がありまし

たように、一者応札についても第４四半期で１９.７％という成果を上げているということを

記入させていただいております。

８ページにまいります。法人の長のマネジメントという形で、法人の長がリーダーシップを

しっかり発揮できるような体制になっているか。それから、いろいろなミッションを達成する

ためのシステムができているかという形でやっております。指摘がございます。実績の欄でご

ざいますが、一番最初の①②、一緒に書いておりますが、各種会議、これは支社局長会議とか

所長会議、所内会議、いろいろな場で意思の伝達、情報共有を図っておりますけれども、それ
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以外に私どもは理事ヒアリングとして、各理事が我々の管内を回りまして直接職員と対話する

というシステムを持っておりまして、そういう情報の共有化、意思の伝達というのを行ってお

ります。

それから、次、９ページにまいります。内部統制等についてでございますけれども、これは

期日が明言されていないものについてどういうことがされているか、それから監事監査におい

てそれがしっかり対応されているかということでございますけれども、これは実績の欄の①で

ございますが、監事監査において中期計画、年度計画に沿って適正に執行されているか、１つ

の視点という形で見られております。

それから、③のところについては、これは事業の内部審査や自己評価について第三者の意見

を聞く、透明性を高めるということでございますが、これは事業評価等委員会、入札監視委員

会、それから契約監視委員会、総合評価審査委員会、倫理委員会等、定期的な会議を開催して

第三者の目で見ていただいているところでございます。

関連法人は割愛させていただきまして、最後、１０ページになります。中期目標の終了時の

見直しということで、期限が明記されていないものはどうされているかということですけれど

も、これは実績の欄、①で書いていますが、フォローアップ委員会を組織しておりまして、四

半期ごとに進捗状況の確認を行うということを行っております。

それから、その次、２つ目の業務改善のための役職員のイニシアチブ、国民のニーズを把握

する、それから職員の積極的な貢献を促すためのシステムはどうされているかということです

が、私どものほうは利水者アンケートを実施してニーズをくみ取って、それを我々の業務に反

映するということをやっております。

それから、②のほうでは、職員一人一人の日頃の業務の見直しを行うということで、業務改

善チャレンジ運動を展開して進めているところでございます。

報告は以上でございます。

【議長】 どうもありがとうございました。

次のご説明ですが、評価委員会は監事による監査の状況を踏まえて、連携して評価に当たる

ということになっております。水資源機構から、監事による監査の状況についてご報告をいた

だきたいと思います。お願いします。

【水資源機構監事】 お手元の資料２－４の「平成２１年度に係る監事監査報告」につきま

して、その概要を私から報告させていただきます。

まず、会計監査につきましては、独立行政法人通則法３８条に規定されます財務諸表及び決

算報告書が適正に作成され、財務の健全性は確保されているかとの視点から、機構の所管部署

から説明を受け、また、会計監査人あずさ監査法人との監査計画などについての意見交換とと

もに、会計監査状況の説明を求めるなど、緊密に連携しながら監査を実施いたしました。

会計監査結果につきましては、１１ページにございますとおり、会計監査人あずさ監査法人

の監査の方法及び結果は相当である、平成２１事業年度の財務諸表及び決算報告書につきまし

ては適正であると認められます。

次に、業務監査につきまして、機構の第２期中期計画、年度計画に基づきまして機構の業務、
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事業が適正に執行されているか、合規性、正確性、経済性などの観点から入札及び契約の状況、

保有資産見直しの状況、内部統制の取り組み状況など、９点を重点項目といたしまして監事監

査計画に基づき実施いたしました。今年度の監査に当たりましては、職務を効率的、的確に遂

行するため、４事業所の監査におきまして監査室の職員に加え、専門知識に精通した職員を監

査補助者として活用いたしました。

業務監査結果につきましては３ページから９ページにわたって記載しておりますが、要約い

たしますと、機構の業務は第２期中期計画、年度計画に基づき着実に進められており、重大な

事実もなく、適切に執行されていると認められます。

重点監査項目も含めまして、その取り組み状況と幾つかの意見を申し上げたいと思います。

随意契約の適正化を含めた入札及び契約の状況でございますが、随意契約につきましては、契

約監視委員会を設置し、平成２０年度の随意契約について点検、見直しを行うとともに、新規

随意契約案件の点検などの措置を講じた結果、平成２１年度の競争性のない随意契約が契約全

体に占める割合は、平成２０年度の２０.０％から１７.１％と、約３ポイント減少しておりま

す。

また、一般競争入札における一者応札につきましても、平成２１年度は一者応札への改善へ

の取り組みを取りまとめ、発注に関する公告期間、公告方法の見直し、入札参加条件の緩和な

どの措置を行った結果、一者応札率は平成２０年度の７０％から、２１年度４９.２％と、２

０ポイント強減少しております。

ちなみに２２年の４月契約分では２２.９％と大幅に減少しております。入札契約の競争性、

透明性を確保するため、引き続き制度の見直しを進めていくことが望まれます。

保有資産の見直しの状況につきましては、整理合理化計画において処分対象とされている会

議所３６カ所、宿舎１６カ所を含めまして、その取り組み状況を監査いたしました。２１年度

には会議所は６カ所、宿舎も１カ所処分されております。会議所は２２年度中に残る１カ所、

宿舎は２４年度までに残る１５カ所を処分するとされており、引き続き強力な取り組みが望ま

れるところでございます。

内部統制の取り組み状況などにつきましては、業務の適正を確保するため、経理や積算関係

の研修会開催など、種々の取り組みが行われております。内部統制に関しましては、職員の能

力向上や意識の高揚とともに、業務が適切に行われていることをモニタリングすることが必要

であると考えており、継続した取り組みが望まれるところでございます。

また、コンプライアンス意識の向上、定着に向けて、法令等に関する講習会を開始するとと

もに、外部講習会へ職員を参加させるなどの取り組みがなされておりまして、今後も取り組み

を継続、強化していくことが必要と考えます。

リスク管理に関しましては、大規模地震発生時の業務継続計画の策定などの取り組みが進め

られております。機構事業を取り巻くリスクにつきましては、これまで個別に扱われている洪

水や渇水対応などをはじめ、業務リスクも含めまして管理することを検討していくことが望ま

れます。

利水者対応の改善に向けた取り組みとして、利水者を個別に訪問し、ご意見、ご要望につい
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て意見交換などを行っております。利水者満足度の向上に向けて引き続ききめ細やかな対応が

望まれるところであります。

事務処理に改善が必要と認められる事案についてでございますが、監査対象事業所では事務

処理に改善が必要と認められる事案が２０件ございました。これらは業務発注に関するものが

５件、入札契約手続きに関するものが５件、積算における違算１０件でございまして、これら

の多くは規程や資料の確認、あるいは審査やチェックが十分ではなかったことなどに起因して

いることと考えます。再発防止に向けて関係職員への研修、文書による周知徹底などに加えま

して、審査、チェックの強化など、仕事のルールや仕組みの面でも改善措置が適切に講じられ

ていると思われます。

なお、今回の監査対象事業所には、前回監査で１４件の指摘事項などがございましたが、こ

れらがすべてに必要な改善措置が行われていることを確認しております。

以上で監事監査の報告を終わります。

【議長】 どうもありがとうございます。

先ほどの政独委の指摘事項への対応と、それから今の監事による報告につきましてご質問、

ご意見がございましたらお願いします。

私から１点確認をしておきたいのですが、資料２－３で、この政独委からの指摘事項という

のは、この評価委員会に対して言われたことですよね。どういうことなんでしょう。そうする

と、委員会として答えなければいけないということになるのかどうか、その辺どうなんでしょ

うか。

【事務局】 お答えいたします。その点につきましては、今回、各法人で２１事業年度の評

価をするわけですが、その際に政独委から示されている評価の視点等に示されている事項も踏

まえて評価をしてくださいということでございます。ですから、これらの項目について全てに

答えるというよりは、法人の評価をする際にそれらを踏まえて対応すればいいということでご

ざいます。以上でございます。

【議長】 はい、わかりました。

ご意見ございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいですか。それでは、実際の評価に入りたいというふうに思います。これから全部の

１６項目につきまして、個別項目ごとの評価を行っていただきます。合同会議としての評価を

決定したいと思います。評価を効率的に進めるために、委員の皆様の事前評定をもとに、各個

別項目を４つのグループに分けさせていただきました。皆様の評価がまとまっている項目から

順にグループごとに評価を行っていきたいと思います。

資料の２－５でございますが、これは「平成２１年度個別項目事前評価評定一覧表」で、項

目の順番に評点を取りまとめたものでございます。この事前評定をもとにしまして、皆様の評

価がまとまっている項目からグループごとに並べかえましたのが資料２－６でございます。色

がついておりますが、最初のグループは委員の皆様の事前評価が完全に全員一致しているとい

う項目でございまして、左の欄でありますが、青色で塗ってございます。これが５項目ござい

ます。次のグループですが、１名の委員の方だけが異なる評点をつけているということであり
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まして、ほぼ評価の方向は決まっていると思われる項目であります。これにつきましては緑色

で示しておりまして、２項目ございます。３番目のグループでございますが、２名から３名の

方が異なる評点をつけておられる項目であります。これは後ほど議論をしていただきましてお

決めいただきたいと考えています。これは５項目ございます。最後のグループですけれども、

皆様の意見が分かれているというものでございまして、赤色で塗っております。これは４項目

ございます。この順番で合同会議としての評価を下していきたいと思います。

それで、もう一つ、私のほうから皆様のご意見をお伺いしたい点がございます。先ほど理事

長のほうからご説明がございましたが、群馬用水におきまして水質事故が発生いたしました。

皆様の評価の意見を拝見しますと、この水質事故についてどの項目で評価するかということが

分かれております。関係すると見られるのは、評価項目１の良質な用水の供給と、それから４

番目のリスクへの的確な対応と、それから６番目の項目の計画的で的確な施設の整備、水路と

考えられます。機構のほうの事前評価では、この３項目について水質事故を勘案して評価をし

たということですが、皆様のご意見を拝見しますと、１つの事故でございますから１つの項目、

例えばリスクについて評価をすれば十分ではないかというようなご意見がございますし、やは

り良質な用水の供給ということも重要な項目なので、そこでも反映すべきだということで、評

価の前提が皆さんで少し違っておりますので、この点についてご意見があればお出しいただき

たいと思います。いかがでしょうか。

１つの事故があったときにすべてに影響するというのは、またこれも問題だろうと思います

が、１６項目分けたわけですけれども、それぞれ完全に独立しているわけではないという点も

ございます。ご意見いかがでしょうか。

もしないようでございましたら、個々の項目のときに、例えば低い評価をされた委員の先生

からご発言をいただいて、群馬用水に関して、こういう理由で群馬用水の水質事故をここで反

映させたというようなことをご説明いただいて審議をしたいと思いますが、それでよろしいで

しょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 よろしいですか。じゃあ、そういうことで進めさせていただきます。

それでは、皆様の資料２－６の縦の欄を見ていただきますと、２１年度評価と書いてござい

まして、空欄がございます。ここへもう既に評価をしていただいているのですが、改めて本日

の議論を踏まえた評価をお書き込みいただきたいと思います。

それでは、最初のグループでありますが、青色のグループでありまして、項目３、１３、１

４、それから次のページにまいりまして１５、１６でございます。１つずつ申し上げますと、

項目３が施設機能の維持保全等であります。それが皆さん３点ということになっております。

それから、項目１３、コスト構造改善の推進、事業費の縮減がすべて皆様４点ということにな

っております。それから、項目１４でございますが、適切な資産管理がすべて３ということで

ございます。次のページにまいりまして、項目１５、予算、収支計画及び資金計画などの財務

内容の改善に関する項目がすべて３でございます。項目１６、その他業務運営に関する重要事

項、これについても皆さん３ということでございます。
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ということで、皆様の事前評価が一致しておりますので、これは事前評価どおり評価をする

ということで、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。以上の５項目の評価は事前評価どおり決定をした

ということにします。

次のグループ、緑色のグループでありますが、これは２項目ございます。１名の方だけが他

の方より低い点数をつけているということでございます。順番にまいりたいと思います。

まず、項目９の関係機関との連携、水源地域との連携はお一方を除きまして３ということで

ございます。これは必ずしもご発言いただく必要はないと思いますが、異なる評定を下された

委員の方からご発言があればと思いますが、いかでしょうか。

【委員】 この項目、それから次の項目も含めて低い評価をさせていただきました。これは、

後ほど幾つか出てくるような機構の本来業務での評価でも皆さんの意見が分かれるぐらいに

きちんと水資源機構が取り組んでいる事業、あるいはその取り組み体制について、やはり基本

的なところで十分国民の間に認識が行き届いていないというところにまず由来するのだろう

と思います。

そういうことも含めて、ただ、水資源機構、エンドユーザーとはちょっと離れている特殊な

性格があるので、どうしてもほかの機関との連携というところでさまざまな取り組みをしなけ

ればいけないという関係も含めると、９の項目、１０の項目あわせて、やはり十分理解を得ら

れていないという点で２にせざるを得ないと思います。

ただ、これに皆さんが３だという限り、あまりそれ以上固執するものではございません。

【議長】 どうもありがとうございます。

これ、関係機関との連携という項目が挙がっておりますが、ユーザーのほうから出ていらっ

しゃる委員から意見がございましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。

【委員】 今おっしゃいました９番、１０番の項目についてということでしょうか。

【議長】 今、２という評価が下ったのですが、特に関係機関との連携ということに対して

３が委員会として適切であるか、２が適切であるかということを決めたいと思うんですが、関

係機関という代表というのはおかしいのですが、ユーザー機関でいらっしゃいますから、そこ

からご発言があればということでお願いをしたわけですが。

【委員】 ９番、１０番については私としては特に意見はございません。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

それでは、まず項目９の関係機関との連携、水源地域との連携につきましては、多数意見が

３点でございますので、項目９につきましては３点ということにしてよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。

次に、項目１０の広報・広聴活動の充実、これも多数意見は３点でございます。広報活動に

関する事項でございますので、マスコミ関係の委員から何かご意見があれば伺いたいと思いま
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すが、いかがでございましょうか。

【委員】 確かに先ほど指摘された点、改善の余地があるということはまだまだあると思い

ますが、さりとてエンドユーザーに直接なかなか届きにくいという、そういう構造的な問題も

ありますし、現在の広報活動を見る限り、これをあえて２にする必要は特に感じないと思いま

す。

【議長】 ありがとうございます。

それでは、この項目１０でございますが、３点ということでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。

引き続きまして黄色の項目でございます。これの審議に入りたいというふうに思います。ま

ずは項目２の洪水被害の防止又は軽減でございます。事前評定では多くの委員が４点をつけら

れておりますが、５点をつけられた委員の方が３名おります。これは名張川上流３ダムの統合

操作によって水災害を防いだということを評価されてということでございますが、まず５点を

つけられた委員の方からご発言があればというふうに思いますが、どうぞ。

【委員】 ５点をつけた理由でございますけれども、今回は大きな判断によって被害が事前

に回避されたということでございますけれども、往々にして被害がなくて当たり前というのは

社会の常識でありまして、だれも気づかないわけでありますけれども、やはり従来のダム管理

のマニュアルどおりに対応していたとしたら、やはり重大な結果を招いたであろうことが想定

できるわけで、ましてこの地域は、過去において伊勢湾台風により大きな被害を受けた地域で

あります。そういう地域だけに、機構側もかなり従来の判断ではなくて、洪水の初期からきめ

細かな対応をして、関係機関と連携しながら対応してきたということは、従来の発想を超えた

大きな発展があったと思います。

これからはこういうパターンがあるいは常識になるのかもしれませんけれども、そういった

意味でこれからきめ細かい対応によってはこういうことができるという実証でありますので、

そういった意味で私は高い評価を差し上げたいなというふうに思っております。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかに５をつけた方。

【委員】 私も５をつけました。というのは、一つはやはり土木学会の技術賞をもらってい

るということが大きい理由の一つなんですが、特に技術賞というのは、これまでは、私は全部

知っているわけではないのですけれども、例えば橋をつくったり道路をつくったり、あるいは

トンネルをつくったりという、大体そういうハードなもので受けることが多かったように思い

ます。ところが、今回のものは、これは明らかにソフトウエアの問題でありまして、こういう

ものは新しい技術を開発する可能性を広く持っているという点を、今おっしゃった点に加えて、

そういう点を高く評価した次第です。

それで、こういうのは大体、雨の降り方、それから洪水となって出てくる流出の過程、そう

いうものがすべて資料を集めることから解析の技術、それが素早くできるというのは最近のコ

ンピューターのおかげであるとは思うんですが、そういうフロンティアを開いていっていると
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いう点が私は非常に大きいのではないかと思います。

もう一つつけ加えておけば、これはいつでもできる方法なのか、あるいはどこかに制約があ

るのか、そういうことはやはりそろそろ今の段階から考えておくべきではないかと思うんです

ね。こういうやり方をいつもやったらうまくいくということばかりではないだろうと思います

ので、その点も考えておくべきじゃないかということをつけ加えておきたいと思います。

以上です。

【議長】 どうもありがとうございました。

【委員】 私も５点の評価をさせていただきました。基本的に意見は前のお２人の委員の方

と同じですけれども、こういう運用の仕方が最近ではできるようになったというふうに考えて

いいんでしょうか。気象庁からも非常に細かい情報が入ってくるようになってきて、それに伴

って解析技術も進歩してきた。従来通りのマニュアルに従っての運用ですと、場合によっては

非常に大きな被害を出した可能性が非常に高いという、ここをうまく回避したというのは非常

に評価すべきだろうと思います。本来業務と言ってしまえばそれまでなんですけれども、その

枠を超えて評価していいんじゃないかと思います。

特に、１水系で複数のダムが存在するような場合、群としてうまく運用することで、例えば

この場合は洪水被害を防いだわけですが、同時に水資源の管理なんかもプラス側の方向に運用

することが可能なんじゃなかろうかと。そういう運用の仕方の道を開いた、新たな道を開いた

ということでも、これは特に５の評価を与えていいのではないかと考えております。

以上です。

【議長】 どうもありがとうございます。

先ほど、評価の方法、改定された方法をご承認いただきましたが、４につきましては単に「優

れた実施状況」という表現になっております。５につきましては「特筆すべき優れた実施状況」

ということでありまして、これが特筆すべきということに当たるかどうかということになりま

す。

４をつけられた方で、いや、やはり４だと、５ではないのではないかというような意見がご

ざいましたらお出しいただきたいと思いますが。

【委員】 この項目に関しては、名張川で行われた統合管理に従前なかったような何か優れ

たものがあったかどうかというところがポイントだろうと思われますので、私は４にしようか

な、５にしようかなと非常に迷ったのですが、そういう意味で、土木学会の技術賞を受賞され

たというところに一つ注目していました。学会が違う関係で、技術賞の実態がよくわからなく

て、４にしたわけですが、今のお話を聞いていますと、従前はハードなものが多かった中で、

今回、ソフトの面で、特にオペレーションに関して受賞されているということですから、従前

になかった、これはかなり秀でた取り組みと判断していいんじゃないかなと今感じました。

そういう意味で、私は５でもいいかなと感じます。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

従前にない取り組みであったということに関して、機構のほうから何か補足的なご説明はご
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ざいますか。

【水資源機構】 土木学会賞の第１号は黒部第四ダムと東海道新幹線なんですね。そういう

意味でずっとハード的なもの、新幹線の場合はソフトウエアも入っていると思いますが、ハー

ドが非常に重点を置かれた賞であった中でこれが評価されたということは私ども大変喜んで

おります。

これはひとつ間違えば今度はダムがパンクして、流入即放流という操作をせざるを得ない中

での操作だったわけでございまして、これは３ダムの状況を的確に把握して、青蓮寺ダムがこ

のままいけばパンクしそうだというときに比奈知ダムを絞って、室生ダムも絞って、さらに３

ダムとして名張の水位を下げるという操作をしたものでありますから、私どもしてはある意味

じゃ３ダムあったからゆえにできた、かつ、人知を尽くして対応したというつもりでおるわけ

でございます。

【議長】 どうもありがとうございます。

私自身も、これまでの評価の方法では、「めったにつけちゃいけない」ということが言われ

て来ていますが、この件についてはまさにめったにないことだろうと私自身も思います。特筆

すべき成果だというふうに思います。この項目２でございますが、これを５というふうにして

よろしいでしょうか。皆さん、いかでしょうか。よろしいですか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 じゃあ、お認めいただいたということで、この項目２につきましては５点という

ことにさせていただきたいと思います。

次に移ります。項目６でございます。計画的で的確な施設の整備のうち、水路事業と。これ

は先ほどの群馬用水の水質事故が関係してくるわけでございますが、この事前評価を拝見しま

すと、ほとんどの方が３でいらっしゃいますけれども、４をつけられた委員の方がお二方おら

れます。ご発言がございましたらお願いしたいと思います。

【委員】 私は４の評価をさせていただきました。確かに群馬用水の事故はマイナスすべき

評価に入るわけですけれども、３項目にわたって評価するのはいかがなものかと思います。私

自身は、この事故については項目１でマイナスを評価をしまして、６のほうは特にマイナスの

要因と考えないで評価をしております。そういう意味で、この改修工事、大体、こういう事業

費というのは予定したものよりも多くなるというのが通常なんですけれども、１９億の縮減が

達成できたということは、これは大いに評価していいんじゃないかということで４と評価させ

ていただきました。

【議長】 ほかに４の方。

【委員】 私もこれは４といたしました。群馬用水については、まず大項目の１の国民に良

質な用水を供給するという、そこでまずマイナスの評価をしておりますし、それから、事態を

把握した後の対応の部分、リスク対応のところでもマイナス評価をしています。しかしながら、

水路の事業については、この群馬用水だけではなくて、もう少し効用の大きい他の水路の事業

も多々ある中で、この群馬用水の１件をもって全体のマイナスの評価をするのはいかがなもの

かという観点から、ここの項目については私は４とさせていただきました。
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【議長】 どうもありがとうございます。

それでは、３をつけられた委員の方からご発言いただきたいと思いますが、３をつけた一つ

の理由といいますか、そういうものが群馬用水での水質事故、これを勘案して３をつけたんだ

というようなことがございましたらご発言をいただきたいと思いますが。いかがでしょうか。

ちょっと確認をしたいと思いますが、３の評価として、特に群馬用水のことを考えて３にし

たということではないという評価であれば、大多数の方が３でございますから、３ということ

になろうかと思いますが、やはり群馬用水のことを念頭に置いて４であるべきものを３にした

ということであれば、それはぜひご発言いただきたいと思いますけど。

いかがでしょう。なかなか難しい判断ですが、ご発言がないということであれば、やはりこ

れは群馬用水ということを念頭に置かなくて、一般的な業務を評価して３をつけられたという

ふうに理解したいと思いますが、そうしますと、この項目６につきましては３点ということに

なりますが、それでよろしいでしょうか。いかがでしょう。

【委員】 群馬用水の件に関しては、先ほどから１、４、６に関係してくるという話が出て

おりますが、この時点でやはりその辺をどう整理するかをきちんとしておいたほうがよろしい

のではないでしょうか。

私の意見を申し上げますと、こういった評価項目というのは複数オーバーラップしている部

分がどうしてもあるわけですね。何か１つ失敗があった場合にいろいろなところで引かれると

いうのは、評価としてやっぱり適正ではないと感じています。ですから、１、４、６というの

が対象となる項目でしょうけど、その中の１つで、どれかといいますと、私は１番で評価すべ

きと感じています。

４番は、よろしいですか、後で出てくる話になりますけど。

【議長】 どうぞ。

【委員】 ４番に関しては、リスク管理ということになっていますけれども、外的な要因を

中心としたことで発生するリスクに対する対応といったような印象が強いような感じがして、

１番は安定的な用水の供給、良質な用水を供給という、そのものずばりですので、私は１番で

のみ評価していただければいいと感じています。

【議長】 それで、先ほど皆さんにお聞きしたのは、この３をつけた理由が群馬用水を念頭

に置いていないということですから、それを外して評価していると考えられます。今のご意見

は、群馬用水については１の国民への良質な用水を供給というところで評価すべきだというご

意見だと思います。

この点に関して、まず、項目６の評価を決めたいと思いますが、３をつけられた委員の方々

が、群馬用水ということを特に念頭に置いてつけたものではないということでありますので、

これを３としたいというふうに思いますが、それでまずよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 この群馬用水に関しては、ここで先ほど冒頭皆さんのご意見を伺ったのですが、

特段意見がなかったのですけれども、１の国民に良質な用水の供給と、あるいはプラスかもし

れませんが、リスク管理という項目で考えるべきだということになりますが、この点について
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項目１だけでいいんじゃないかという、今の委員のご発言だと思います。いかがでしょうか。

何かご意見がございますか。どうぞ。

【委員】 まず１の良質な用水の供給という、この臭気が下流にまで行ったということです

から、私が２をつけたのは、やはり今、言われたように、１番が用水の供給ということで一番

の基本じゃないのかなと。そこに齟齬があったということで、やっぱりこれが２なんだろうな

と。あと、それに伴って全体的な管理のところでリスク管理が適切であったかどうかという判

断を機構がされて、ここで２をつけたのかなと。

蛇足ですが、６番の水路の管理がリンクしているとは私は思っておりません。これはやはり

１と４がリンクしている話であって、４番で２であれば、１番も２なのかなというのが私の感

想です。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょう。

この４番のリスク管理なんですが、やはり原因究明が遅れて処置が遅れたということは、や

はりリスクに関係をしてくると考えられるんですが、いかがでしょうか。その辺はどうですか。

そういうことであれば、この群馬用水の件に関しては、これから出てまいりますけれども、１

と４の項目で評価をするというふうに考えたいと思いますけれども。

【委員】 １番でこそこの群馬用水の件は考えられるべきで、４番のリスク管理で、これは

リスクのところに来たときにお尋ねしようと思っていたんですが、一体リスク管理上どこに問

題があったのかということですね。原因がわからないというのがリスク管理上問題があるとい

うのであれば、ことが起こったときに、それでもうことが決まっているわけですね。そういう

ものが起こったときにいかに速やかに原因を究明して、それを関係者に知らせるかというのが

リスク管理だろうと思うので、それはできる限りのことをやっておられるので、私はリスク管

理上の点からだけ見れば、それほど大きい問題はなかったのではないかと思っている次第なん

です。

もちろん、１番の良質な水を供給するという点では、それはやはりマイナス評価につながる

と思いますけれども、群馬用水の件でリスク管理上どこにどう問題があったか。

ちょっと話が広がってしまいますけれども、先ほど、監事の監査の報告のところのリスクの

管理のところにも、この群馬用水の件は触れられていないんですね。ですから、そういうこと

も考えますと、私はリスク管理上、それほど大きな問題があったのかなと思っている次第です。

【議長】 はい、わかりました。

ほかにご意見どうでしょう。今ちょっとここで評価を中断しますが、ご意見をいただいて、

基本的な考え方を合意しておきたいと思いますので、いかがでしょうか。

【水資源機構】 この群馬用水の件についてはなかなか難しい問題があるのですが、一つは、

これは機構が原因者でなくても、エンドユーザーのところにトルエンのにおいのする水が行っ

たということはやはり安定して安全な水を供給するという大きな使命からは、ほかの原因者で

あったとしても問題があったのだろうという理解をしております。

それから、特に機構の工事が原因であったということに早く気がつけば、リスク管理上適切
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な措置をその分早くとれたわけでありまして、それがなかなか気がつくことができなかったと

いうのは、やはりその水路をあずかる私どもの責任、リスク管理上の問題もあるのかなという

ふうに思って、私どもは評価したわけでございます。

【議長】 ほかにこの点につきましてご意見いかがでしょうか。

それでは、どうでしょう、項目１の国民に良質な用水の供給という点で、この群馬用水の点

を考慮するということにしたいと思いますが、ご異議がなければそういうふうにしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 よろしいですか。じゃあ、そういうことにさせていただきたいと思います。

確認しますが、項目６については３ということにさせていただきたいと思います。

【委員】 ちょっとよろしいですか。

【議長】 どうぞ。

【委員】 実は、この説明を最初に聞いたときに、水資源機構に自己評価でここが３なのは

なぜかと聞いたときに、群馬用水の件があったので、その分も割り引いて３にしましたという

ふうに聞いたものですから、それで皆さん引っ張られたのではないかなというところがあって、

そこのところの、かなり機構の自己評価の３から議論が始まっているような気もするんですね。

そこのところは今、ここでちょっと別だというふうにおっしゃるんですけど、このペーパーの

意見を個々に見ても、群馬用水がここの理由に挙がっている意見も３の方の中には多々あると

思うんですね。

【議長】 それで、先ほどこの３をつけた方に確認をさせていただいて、特に群馬用水とい

うことを念頭に入れて評価したものではないということでありましたので、そのままこれを評

価点として考慮するということにさせていただきたいと思いますが、今、そういうご意見が出

ましたので、３をつけた方で、やはりこれは４であったというようなことがあればご発言いた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。

これも先ほどもたびたび私のほうから確認をしているわけですが、そういうことを、群馬用

水のことを念頭に置かなくて３とつけたという評価でございますので、この項目についてはよ

ろしいですか。何かご発言があればと思いますが。項目６につきましては３とさせていただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。

それでは、次にまいります。次は、項目１２でございますが、機動的な組織運営、効率的な

業務運営、事務的経費の節減、総人件費の改革に伴う人件費の削減でございますが、これは多

くの方が４点をつけられております。３点をつけられた方が３名おられますが、もしご意見が

ありましたらお願いをしたいというふうに思います。

【委員】 私は機構の自己評価４に対して３点をつけさせていただきました。この項目は、

評価すべき項目が非常に多くて、３点にするか４点にするか非常に迷ったわけですが、例えば

給与水準につきましては、種々の理由から国の水準より高くなっているということは理解でき
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ないことはありませんが、ただ、数値だけということで対国家公務員指数というのを見てみま

すと、やはりこれは依然として高い水準にあるんじゃないかということから３にしたわけでご

ざいます。

ただ、非常に迷ったという点は、機構のほうでも、組織運営とか業務運営を着実に実施され

まして、事務的経費、あるいは総人件費を削減したということは、これまた大いに評価できる

ところでもありますし、また、一方では何でもかんでも給与水準を低いほうに合わせるという

ことが果たしていいものかどうかということを自問自答いたしまして、非常に迷ったわけです

けれども、数値のみ見た場合で３にしたわけでございます。

ということで、４であっても異存はございません。

【議長】 どうもありがとうございます。

【委員】 私もこれは同じような理由ですが３にさせていただきました。確かに項目が非常

に多くて、私も３にするか４にするか迷ったところですし、それから、機構のほうも人件費の

削減については目標を上回る努力をされているわけです。そういう意味では４をつけてもいい

わけですけれども、ただ、指数が１１６.幾つということになりますと、この数値が公表され

ますと、一般国民にとってはやはり理解されにくい数値だろうというふうに思います。そうい

う意味で、そういう数値が表に出ているにもかかわらず、評価委員会が４をつけた、うんと優

れているという評価をするというのはいかがなものかなということで、迷ったのですけれども、

結果的には３と評価させていただきました。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

【委員】 私は、努力は認めるものの、特段４に評価するには至らないと思って３にいたし

ました。皆さん４だということであれば、あまりこだわるつもりはないですが、わざわざ４に

することもないかなと、４にするには若干釈然としないものを感じています。

【議長】 どうもありがとうございます。

３をつけられた３人の委員の方からご意見をいただいたのですが、３か４かと迷われたとい

う御発言もありました。大方の方が４でございますので、評価としては４点ということにさせ

ていただきたいと思いますが、今、出た意見を十分考慮していただいて、今後も努力していた

だきたいと思いますが、そういうことでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。

次でございますが、項目の７でございます。環境の保全について審議をさせていただきたい

と思います。これは事前評定によりますと、多くの委員の方が４点をつけたと。５点をつけた

委員が１名、３点をつけられた方が２名おられます。まず、５点をつけられた委員の方からご

発言があればお願いしたいと思いますが。

【委員】 私は５点評価ということにさせていただきました。ここ数年間、私もこの評価に

参加させていただいておりまして、それから、ダム施設等の、あるいはその周辺等の視察もさ

せていただいて、その結果、かなりというか、非常に環境対策をきちんとされているなと。そ
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ういう意味では、これまで４の評価であったということについては、私も賛成、私自身も４を

つけてきたところであったわけですけれども、２１年度を取り上げますと、新たな取り組みと

しまして、例えば用水を活用した小水力発電への着手とか、あるいは浚渫土砂を利用した湖沼

の前浜造成ですね。あるいは、景観の改善ということでしょうけれども、間伐材フェンスの用

水路への設置というような新たな取り組みを幾つかされていると。この辺を評価しまして５の

評価にしたと、こういうことです。

ただ、個別の取り組みで何か特筆すべきものがあるんですかと言われると、そういう個別の

取り組みで特筆すべきものというのは、私も機構のほうで何か開発されてと、そういう技術が

特に見出されるということではありませんけれども、特筆すべきという評価は機構の環境保全

の取り組みトータルについて特筆すべきではないかと、こういう評価です。

電力会社とか地方自治体とかでも、ダム施設等の建設とか維持管理につきましては、かなり

環境面での配慮はされていると思いますけれども、機構の取り組みというのは、トータルとし

て非常に優れていると言うことができるのではないかと思います。

以上です。

【議長】 どうもありがとうございます。

それでは、３をつけられた委員の方がお２人おられますが、ご発言があればお願いしたいと

思います。

【委員】 私はこの環境の取り組みに関しては、実は大変高い評価をして、敬意を表したい

と思ってはいるんですけれども、この評価の基本的スタンスとして中期目標の達成のためにど

のように貢献しているか、どの程度貢献しているかという判断から３にいたしました。

そもそもが中期目標で掲げていらっしゃる項目は非常に多岐にわたり、非常に意欲的なもの

であったがゆえに、これだけの努力をしても３と評価するのは、ちょっと私自身も問題がある

かなとは思いつつも、そういうスタンスから３にし、それをカバーする意味で、少し言葉で高

く評価するんだということをつけ加えた、そういう評価の仕方になっております。

以上です。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかに。どうぞ。

【委員】 私は３にさせていただきました。個々の項目に対する取り組みについては評価は

いたしますが、今、ダムとか河川の環境対応というのは相当、他の分野でも進んでいて、さっ

き電力会社の話もありましたけど、例えば直轄のダムとか河川管理などと比べた場合どうかな

というと、もうこのぐらいのレベルは大体直轄ではやっているのが当たり前という感じです。

それから、埼玉の施設で景観改善で間伐材のフェンスをやったという話なんですが、例えば、

景観について話が出てきたのは多分今年が初めてだろうと思うんですが、例えばフェンスに間

伐材を使うというようなことは、道路ではすぐそこの英国大使館の前の歩道の防護柵にさえ、

もう１０年前ぐらいに間伐材を取り入れているぐらいで、そういう意味では非常に取り組みが

遅きに失したという感も否めないので、あえて３にさせていただきました。

【議長】 どうもありがとうございました。



23 
 

ほかにご意見いかがでしょうか。

まず、５をつけていただいたわけですけれども、先ほど申し上げたように、特筆すべきかど

うかというのは議論の分かれるところだろうと。これから効果がどうなんだというようなこと

を待って評価してもいいんじゃないかという気もします。

それと、３のお二方では、お１人の方は３であっても前向きな評価というようなご発言がご

ざいました。そういうことも踏まえまして、この項目７につきましては４点とさせていただき

たいというふうに思いますが、いかがでございましょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。

それでは、黄色の最後の項目になります。技術力の維持・向上と技術支援について審議をさ

せていただきたいと思います。事前評定でございますが、多くの方が４点をつけられておりま

して、５点をつけられた方がお一方、３点をつけられた方がお一方おられます。特に５点をつ

けられた方、それから３点をつけられた方からご意見をいただければと思います。よろしくお

願いします。

【委員】 ５点をつけさせていただきました。この理由は、論文数が昨年に比べて１.５倍

になっている点です。通常業務の中、やはり論文を書いていくというのは大変な仕事になるわ

けで、そういったところを第一に評価したことと、それから、ダム工学会の技術開発賞、これ

を受賞しているということで、こういった賞というのはめったに取れるものではなくて、しょ

っちゅう取れるのであれば、そういったものは賞に値しないということになるわけですが、そ

ういった点を高く評価して５ということでございます。

特にここで申し上げておきたいことは、通常、あまり表に出なくて、地道にこつこつやられ

ているいろいろな努力といいますか、そういったものは意外とこういった評価項目の中では評

価されない。先ほどの水質事故みたいに、何かひとたび問題が起こるとかなりマイナスのとこ

ろは評価されてしまう。こういうふうな形があろうかと思います。ですから、先ほど青山理事

長のお話にもありましたように、例えばダムの運用でも、ちょっと間違えれば２とか、そうい

うものがついてしまうような結果にもなりかねない。そういうふうな中で、先ほどの点はワン

ランク上がったので私もよかったなと思っておりますが、この技術的な面に関しましても、５

じゃないかということでつけさせていただきました。

ただ、先ほどのところがワンランク上がりましたので、私としてはここで４でもいたしかた

ないかなと。ただ、特筆すべきことがあったら、本来はＳＳでいいのではないかというふうに

私は思っております。というのは、非常にいろいろな意味で、ほんのちょっとしたところでマ

イナスになるような評価システムになっておりますので、逆に少しでも良いことがあれば、そ

れは高く評価してあげようと、そういう気持ちであります。

以上でございます。

【議長】 どうもありがとうございます。

３をつけられた委員の方、ご発言があればお願いしたいと思います。

【委員】 私は３にしましたが、限りなく４に近くて、一番最後に挙げた、国交省の中での
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優秀賞というようなところが若干内輪の話かなと思って、あえて３をつけただけですので、皆

さんに合わせて４でよろしいと思います。

【議長】 どうもありがとうございます。

国土技術研究会というのはどういう会なのか補足的な説明があればお伺いしたいと思いま

すが。

【水資源部長】 これは国土交通省がそれぞれの現場等でいろいろな技術の研鑽を積んでお

りますけれども、そういった研究発表をする内部の職員を対象にした技術コンペのようなもの

でございまして、これに水機構からも参加しておられるという意味で、広い意味でいわゆる内

輪といいますか、独法まで含めて国土交通省の仲間と思えばそういうことになるのかなと思い

ます。

【議長】 それでは、この項目８につきましては、特筆すべきという、どんどん５をつける

べきだというご意見もございましたけれども、４の方が大勢を占めておりますので、優れた業

績であるということで４ということにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。

以上で黄色まで終わりまして、やや私も疲れましたので、あと、赤のやつが４項目残ってい

るんですかね。５分間だけ休憩をとらせていただいて、赤に臨みたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。じゃあ、４時５０分から再開です。

（ 休 憩 ）

【議長】 それでは再開させていただきたいと思います。

次の項目、赤、委員の方のご意見、評価が分かれている項目が４項目ございます。順にまい

りたいと思います。

まず最初は、リスクへの的確な対応ということでございますが、これは２点をつけられた委

員が９名、３点をつけられた方が６名ということであります。先ほどのご議論で、群馬用水に

関しましては、次の良質な用水の供給というところで反映すべきであるということになったわ

けでありますが、そういうことを踏まえて、まず２点をつけられた委員の方からご発言をいた

だきたいと思いますが、どうぞ。

【委員】 私、２点をつけさせていただきました。先ほど来の議論で、この項目で群馬用水

の事故を除くということであるのなら、私、２にしたのは機構のほうもマイナスの自己評価を

されているように伺っておりましたので、２点でそのままということにさせていただきました

が、項目１に集約するということであれば、３であっても異存はございません。

【濱田議長】 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

【委員】 今の委員と同じように、機構で２点つけられていたので、わざわざ持ち上げるこ

ともないのかなと。失礼な言い方ですが。私は１できちんと評価してあればいいんじゃないか

ということで、１のほうで２にしました。４のほうがそのままなのは、評価替えするのもいか

がなものかなと思いまして。だから、これを３にするのであれば、これは３でも結構です。
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【議長】 ほかに２をつけられた方、いかがでしょうか。

【委員】 私も２をつけた理由は先ほどのお２人の方とほぼ同じ理由なんですが、先ほども

議論というか、当初は群馬用水の問題が３つの項目にわたっているということで議論が出てき

て、結果として先ほど１に集約するということで、このリスクの問題については群馬用水につ

いては勘案しないということになったので、結果としては私も３ということなのですが、逆に、

多少の疑問というか、まだ私としては、群馬用水の問題を１だけに集約していいのかどうかと

いうことが多少まだ疑問は残っているんです。

【議長】 非常に重要なご指摘だと思いますが、機構自体はこれはやはりリスク管理という

ものに問題があったという意識がおありになるのでしょうか。その辺はいかがでしょう。

【水資源機構】 やはり問題はあったという認識はしております。少なくとも自分の仕事で

こういう異臭が出ているということでございまして、いわゆる安全な水を安定的に供給する、

その場合の安全で上質な水というのは、ほかの原因者であっても、機構としては末端のユーザ

ーに届くまではチェックしなければいかんという責任があるだろうと思います。それに加えて、

自らの仕事が原因でそれが起こっているということに気がつくのに時間がかかったというの

は、やはりこれは私としても非常に重く受け止めているところでございます。

【議長】 ああいう事故が起こった後、そういう認識を持たれて、じゃあどうするというよ

うな、まだ時間がたっておりませんけれども、そういう検討といいますか、そういうことは始

められているんでしょうか。

【水資源機構】 専門の先生等と接触をしまして、こういった場合にはどうするという対応

策を私どもなりに練っているところでございます。

【議長】 今、２をつけられた方から３にしてもいいというようなご発言がございまして、

これは二手に分かれたという形にはなりますが、３の方からご意見をいただきたいと思います

が。

【委員】 ただいま理事長から、自分の仕事で発生した事故であるという、大変謙虚な反省

を述べ伺いましたけれども、私、３をつけたわけでありますが、機構さん側としてはここにい

わゆるトルエンの事故の評価をされていると思うんですが、私も水道事業を長くやってまいり

まして、今回のケースはかなりレアケースで、鋼管の内面塗装に揮発性のトルエンを使って、

過去にもこれは通常使われていた工法でありまして、通常は養生を取ってから通水しています

から、こういう事故にならないのですが、多分これは緊急に通水を余儀なくされたという経過

があったかと思います。そういった意味ではかなりレアケースでございまして、ただ、連絡が

遅くなったということはやはりこれは反省点だと思います。

ただ、水道事業の場合、油流出とかフェノールなどの薬品類とか、これは日常茶飯事でござ

いまして、常に水道事業者側としてもチェックをしておりますから、ただ、浄水まで行ったと

いうことはやはりトータルで反省しなければいけませんけれども、かなりレアなケースかなと

いうように思います。

そういったものを勘案しても、例えば耐震補強でありますとか地震対応でありますとかそう

いう通常の業務を的確にやられたということで、トータルに判断して、まあやっているじゃな
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いかという判断、３ということでつけさせていただきました。

以上です。

【議長】 どうもありがとうございます。

【委員】 私もこれ、３をつけました。事故については１で評価すべきで、ここでは評価す

べきではないということで３をつけたわけですけれども、ただ、リスク管理に問題があったと

すれば、こういうトルエンみたいな薬品を利用する場合に、その臭気が溶け込む可能性がある

んだということを現場が承知していたかどうか、この辺の情報伝達が十分であったかどうか、

ここには問題があると思います。

そういう意味では問題があるのですけれども、今、指摘がありましたように、非常にレアな

ケースですので、認識が不十分であったとしてもしようがないかなという気もいたしまして、

私はここは３という評価をいたしました。

【議長】 ありがとうございます。

【委員】 順番はちょっと違うのですが、私、丁度５時に出なければいけないものですから

先にお話しさせていただきます。やはり３をつけさせていただきました。お２人の委員のご意

見と同じように、私も水道を長くやっておりますが、今でこそ、そういうことが起こり得ると

いうことがわかったわけでして、事前にそういったことが、本当に溶け込むということが起こ

り得るのかどうか、その辺は非常に難しかったかなという思いはいたします。

もちろんリスク管理という面での反省点はありますが、この部分だけを取り上げて２とする

のは、全体的に他のところはしっかりやられているので、３が妥当ではないかと、こういうふ

うに判断しております。

以上でございます。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかにどうでしょう、ご意見があればお出しいただきたいと思いますが。

先ほど２をつけられた委員の方からご発言がありまして、群馬用水の件をここで考慮しない

ということであれば３だというご意見が２名の方からございました。

実は私も、２をつけたほうでして、この群馬用水の対応の遅れということで２をつけさせて

いただきましたけれども、これをこの項目では考慮しないということであれば３ということに

させていただきたいと思います。

数を数えるのはちょっと大変なんですが、そうしますと、２をつけた方がもともと９名おら

れたのですが、６名ということになろうかと思います。３をつけた方が３名増えますから９名

ということになります。これ、多数決で決めるというのも乱暴だとは思うんですが、委員会と

して点を決めなければいけませんので、ということで、機構の自己評価は２ではございますけ

れども、これは３とさせていただきたいと思いますが、ご異議はございませんでしょうか。よ

ろしいですか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。それでは、この項目４につきましては、３という

評価にさせていただきたいと思います。
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次に移ります。項目１でございます。安定的な用水の供給、良質な用水の供給でございます。

これはこの群馬用水の水質事故をここで考慮するということでございます。３点をつけられた

方が１１名、４点をつけられた方が１名、２点が３名でございますが、まず４点と、非常にい

い点をつけられた委員の方からご発言があれば伺いたいと思います。よろしくお願いします。

【事務局】 恐れ入ります、４点をつけられた委員の方、きょうはご欠席でございます。

【議長】 そうですか。わかりました。それでは、２点をつけられたお３人の方ですね。

【委員】 私はこの項目１に群馬用水の事故のことをすべて反映させたつもりで２点とした

わけですが、やはり安全、安定して良質な水を供給するという機構の基本的な使命、こういっ

た観点から見れば、やはり３というんじゃなくして、厳しく２にしたということと、もう一つ

は、今後はこういうことがないように頑張っていただきたいといいますか、よろしくお願いし

たいというような意味も込めて２点とさせていただきました。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかに２点をつけられた委員の方、ご発言があれば伺いたいと思いますが。

【委員】 ２点をつけたのは、先ほども申し上げたとおり、どちらかといえば良質な用水と

いうものは大前提のほうにかかる話かなと思いまして、こちらのほうで２点をつけさせてもら

いました。先ほど言ったように４番のほうは機構がつけていたから、特段考えもしなかったな

んて申しわけないのですけれども、４番のほうは工事の施工管理にかかるような技術的な話の

ほうかなという気がしたので、機構の本質にかかわるものはやはり１番のほうで評価をしたほ

うがわかりやすいのかなと思いまして２にしました。

以上です。

【議長】 もう一方、２点の方がおられますが、いかがでしょうか。ご発言がございますか。

それでは、３点をつけられた委員の方からご発言をいただきたいと思いますが。すみません、

どうぞ。

【委員】 私は先ほど４のところで発言したわけですが、群馬用水の問題を１の項目で評価

するということになるとすれば、私は当初３にしましたけれども、要するに群馬用水の問題の

深刻さを考えて、評価委員会がその問題を全体の評価の中で位置づけるとすれば、ここを２に

しないと整合性がないのではないかという考えです。

【議長】 ほかに３をつけられた方で、やはり群馬用水を考えると、もう少し低く評価すべ

きだというご意見あればご発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

【委員】 先ほども発言をさせていただきましたけれども、これを深刻な事故と評価するか

どうかという分かれ目だと思います。私のように水道事業をやってきた者にとっては、油事故

とか、しょっちゅうある事故でございますので、例えばシアンとか人命にかかわるようなもの

は常時監視をして、かなり的確な管理をされていると思いますのであれですけど、今回のもの

は、先ほど言いましたように、通常、これまでも一般的な工法として使っていたんですね。た

またま問題がなかったからよかったので、機構側もそういう意味では、なかなかどこに原因が

あるのか、本当に原因究明に奔走されたと思うんですね。しかし、それでもなかなか発見でき

なかった。確かに連絡の遅れ等はありますけれども、レアなケースかなというようなことで、
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私の立場から２にするのは酷かなという感じがしております。

以上です。

【議長】 いかがでしょうか。３をつけられた方からご意見をいただきたいと思いますが。

どうぞ。

【委員】 安定的な用水の供給とか良質な用水の供給というのは、機構の基本中の基本のミ

ッションという位置づけだろうと思いますが、吉野川水系とか木曽川水系、それから淀川です

か、渇水時の対応であるとか、あと日吉ダム、正蓮寺川利水施設による水質対策といったとこ

ろで、きちんと実績を残しています。基本中の基本のミッションであるがゆえにきちんと実績

を残して当たり前という考え方もあるかもしれませんけれども、私は、質と量の両面から用水

の安定供給の取り組みが着実に進んでいるという意味で、群馬用水の件がなければ４なのかな

というふうに考えていました。

群馬用水の件ですが、先ほどのご発言にありましたような位置づけの事故であるならば、ベ

ースが４で、それから一気にマイナス２して２というわけにはいかないのかなと、やっぱり３

なのかなという感じがしています。

以上です。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょう。どうぞ。

【委員】 私も同じ４引く１で３ということにしております。やはり４というのは、今おっ

しゃったように、オーバーに言えば水の１滴まで大事にして利用するという姿勢がずっと貫か

れておりまして、いろいろなところで非常にきめ細かい操作をされていると。そういう努力は、

昨年もそうだったのですが、ずっと続けておられまして、その点はやはり高く評価すべきでは

ないかと。

ただ、残念なことに機構自身の工事でこういう水質事故を起こしたというのは、やはり減点、

しかしそれもマイナス１ぐらいではないかというふうに思いまして３ということにしており

ます。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょう。どうぞ。

【委員】 私も３といたしましたのは、本来は４としたいと思っていました。先ほど来、水

路の分でもそうなんですが、実は、私、ここ数年ずっと愛知県の渥美半島の人たちとつき合っ

ておりまして、ここは豊川用水ができたおかげで農業生産全国１位になり、トヨタのレクサス

の工場があるとか、工業製造品出荷額でも大変活性化しているわけですが、そういったような

豊川用水があり、なおかつそれが安定的に供給されていて、初めて地域の経済が成り立ってい

るという、その人たちの生活を目の当たりにしていると、それを評価する項目というのがほと

んどなくて、水道のところでも２期工事が低廉で、優れた工事をしていたと思うんですが、そ

ういうことを本来業務できちんとやって、なおかつ受益者からも大変喜ばれているようなこと

を、水道とかそういうところで評価しないとすると、やっぱりここのところはまず基本のとこ

ろで４と評価した上で、ただ、やはりちょっと上質な用水の供給というところで若干眉間に傷
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がついたようなところがあるので、それで３というふうに思いました。

以上でございます。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかにご意見ございますでしょうか。

いろいろご意見をいただきました。これにつきましては、本来３をつけられた方、全体を見

ると４と評価すべきところだけれども、群馬用水の件で下げて３という方が多いのではないか

と思います。そういうことを考えまして、委員会としての評価は、本来４なんだけれども、そ

れを考慮して３にしたということでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。

次にまいります。項目５でございます。計画的で的確な施設の整備のうち、ダム事業につい

て審議をさせていただきたいと思います。これは３点をつけられた方が１０名、４点をつけら

れた方が５名おられます。まず、４点をつけられた委員の方からご発言をいただきたいと思い

ます。

【委員】 私も率直に言いますと、３かなと思っておるんです。というのは、それは機構自

身の問題ではなくて、やっぱりダム事業の見直しという国全体の方針がそうなりましたので、

機構自身としては努力する場所がないというようなことで、そういうことで、ダム事業とかそ

ういうものは着実に進んでいるとは必ずしも言えないと思います。

だけれども、私、４としたのは、そういう厳しい状況の中で滝沢ダムなんかでダム工学会の

技術賞なんかをもらっておられるということで、ここはエンカレッジするという意味でプラス

１というふうにした次第です。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかに４とつけられた方でご発言があれば伺いたいと思います。

【委員】 私も滝沢ダムの現場などを見てきた結果、やはりこれは４と評価すべきだろうと

思います。実際に一部崩落があったのですけど、これはあくまでも試験湛水って、そのために

やっている期間中に起きたことで、それをどういうところが崩落するかっていうのを調べるた

めの試験湛水中に起きたものですから、それを減点対象にすべきではないという観点から４と

いたしました。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかに４の委員の方。これ、４点とつけられた方の多くがダム工学会技術賞の受賞というの

を一つの理由に挙げられているわけですが、この賞はどうなんでしょうか。めったにもらえな

いというか、なかなか得難い賞だというか、その辺コメントがあればお願いしたいと思います。

【水資源機構】 ダム工学会の技術賞は、毎年全国のダムで竣工したダムについて５ないし

６ダムぐらいが工事の過程で技術的な開発とか、そういうものがあったものについて毎年表彰

されているという状況でございます。

【議長】 エントリーはどのぐらいあるんですか。

【水資源機構】 エントリーは、推薦の要件がありまして、その推薦要件を満足するものが
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推薦されて出てくるということでございます。その段階である程度のふるいがかかっていると

いうことでございます。

【議長】 わかりました。

いかがでしょうか。ご意見、ほかになければ、これも委員会として１つの数字を出さなけれ

ばいけないということでございます。３の方がかなり多いということもありますので、評価と

しては３ということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございます。

最後になります。項目１１でございます。内部統制の強化と説明責任の向上について審議を

させていただきたいと思います。これにつきましては、４点をつけられた方が１１名、３点を

つけられた方が４名ございます。この点について、まず３点をつけられた方からご意見を伺い

たいと思います。お願いします。

【委員】 ３点をつけさせていただきました。一者応札ということに関して、３点になって

しまったと思うんですけれども、機構の努力は常々認めているところでございますけれども、

まだ半数近い４７.９というのは、これはどう見てもまだ高いんじゃないかということで３と

いたしました。この１１番の項目も大変多くの項目がありまして、内部統制の強化、あるいは

コンプライアンスの強化の努力が非常に図られておられるということで、これは十分評価でき

るということから考えますと、別段４であっても異存はないのかなというように考えておりま

す。

【議長】 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

【委員】 私は３をつけたのですが、これは完全に日和った３でありまして、こういうこと

は専門外でありますのでよくわかりません。今日この場に来て皆様の意見を聞いて、それに従

おうと思っている３でございます。

以上でございます。

【議長】 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょう。

今、お二方からご意見をいただきました。３の評価の方から、非常に前向きといいますか、

そういうご意見だというふうに理解をしたいと思います。そうしますと、４の評価の方が非常

に多いわけですから、委員会としてはこの項目については４点という評価を下したいと思いま

すが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 どうもありがとうございました。

以上ですべてが終わったわけでございますが、事務局のほうから各項目の評定の結果、評定

ごとの分布状況等について報告をお願いしたいと思います。

【事務局】 それでは、決定しました項目順に参考資料３に沿って基準改正による読みかえ

後の評価をあわせて読み上げさせていただきます。

まず、項目３ですが、３点でございますので、改正後の評価につきましてはＡということに
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なります。

項目１３、４点でＳ。

項目１４、３点でＡ。

項目１５、３点でＡ。

項目１６、３点でＡ。

項目９、３点でＡ。

項目１０、３点でＡ。

項目２につきましては、５点ということでＳＳということになります。

項目６、３点でＡ。

項目１２、４点でＳ。

項目７、４点でＳ。

項目８、４点でＳ。

項目４、３点でＡ。

項目１、３点でＡ。

項目５、３点でＡ。

最後になりますが、項目１１、４点でＳということになります。

ただいまの評定ごとの分布状況でございますが、ＳＳが１、Ｓが５、Ａが１０、Ｂ、Ｃがゼ

ロということになります。

参考までに、この評定、従前の集計による評価に当てはめますと、各項目ごとの合計点数を、

項目数１６に３を乗じた数４８で割った数につきましては、１１５％ということになりまして、

従前の総合評価によりますと順調ということになります。

参考までに、平成２０年度は１１３％、平成１９年は１０９％でいずれも順調。この数字に

比べれば若干上がっているという状況でございます。

以上でございます。

【議長】 どうもありがとうございました。

そういう結果でございますが、ここでご発言があれば承りたいと思いますけれども、よろし

いでしょうか。

【水資源機構】 よろしゅうございますか。２番の項目を５にしていただいたり、評価して

いただいてほんとうに感激しております。ありがとうございます。

それから、人件費の問題でございますが、これはラスパイレス指数が高いという認識は私ど

ももしておりまして、引き続き下げていく努力をやると。今まで大体５年で１０ポイント下が

ってきたわけでございます。これから先５年でまた１０ポイントぐらい下げるというつもりで

努力してまいりたいと思いますので、この場を借りまして改めて申し上げておきたいと思いま

す。

それから、一者応札につきましては、２２年度の４月以降、２０％前後で推移しております。

この一者応札率については、例えばエレベーター修繕なんかはメーカーと同じ系列の修繕会社

しか受けないというようなことになっていまして、そんなことが原因で大体２割程度はもう底
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を打っているかなという感じはしておりますが、そういったことをご報告させていただきまし

て、お礼の言葉とさせていただきます。

【議長】 どうもありがとうございます。

それでは、次に個別評価、項目ごとの評価を終わりまして、総合評価に移りたいと思います。

総合評価のうち、記述による業務全体の評価については資料２－７に取りまとめております。

記述による業務全体の評価について、つけ加える事項、特に強調すべき事項があればご発言を

いただきたいと思いますが。これは各委員からいただいたものが既にあるわけですが、これに

加えて今日の審議を踏まえて、特にこういうことを書き込むべきだというようなことがござい

ましたらお願いしたいと思いますが。

今日ご意見をいただかないと書き込めないということになりますか。それとも、少し時間的

余裕があれば、またメモをお寄せいただくということにできますか。

【事務局】 例えば来週の月曜日ぐらいまでということで追加であるということであればご

提出いただければ結構です。当然、今、この委員会で先ほどまでご議論いただいた点も踏まえ

て全体的にまとめさせていただく予定でございます。

【議長】 それでは、今、事務局からご説明したように、今日の議論を踏まえて、各委員か

ら既にいただいておりますが、修正あるいは加筆等ございましたら来週の月曜日までに事務局

のほうにお寄せいただきたいというふうにしたいと思います。よろしいでしょうか。

全体評価のランクはＳＳとＳとＡとＢとＣでございます。個別項目の評価の内訳で言います

と、ＳＳが１で、Ｓが５で、Ａが１０、Ｂ、Ｃがゼロということでございます。そういうこと

を踏まえまして総合評価をつけなければいけないと思います。多数というのも議論のある所だ

とは思いますが、やはり一番多いのはＡということになります。総合評価をＡとすべきか、あ

るいはＳにすべきだというご意見があればお出しいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。

【委員】 今、Ａが多数だから総合評価Ａではどうかという意見が議長からございましたけ

れども、そうなりますと、おそらく総合評価でＳＳがつくということはあり得ないという話に

なりかねませんので、私は、このＳＳが１つついて、Ｓが５つもついているんですから、確か

にＡのほうが多いのですけれども、今回はもう１つランク上のＳでもいいんじゃないかと思い

ますが、いかがでしょうか。

【政策評価官】 その点について、基本的なやり方としては最頻値でつけていただきたいん

です。一番数の多いところでつけていただきたいと。

【議長】 そういうのがありましたね、何か。

【政策評価官】 はい。そういう基本的な考え方は、例えば参考資料２の３ページ目のとこ

ろですね。これはちょっと裏返しの書き方になるんですけれども、Ｓが７、Ａが１０である場

合に、総合評定をＳとすると。３ページの真ん中あたりを見ていただくと、基本的にこの書き

方は裏返しの書き方なんですけれども、親委員会の見方としては、最頻値の一番数の多いとこ

ろでつけていただきたいという基本的な考え方がありますので、そうしていただいたほうがよ

ろしいかと思います。
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【議長】 これは親委員会で決めて指針として各分科会に回ってきたということであります

ので、それなりに尊重しなければいけないというふうに思いますが、いかがでしょうか。最頻

値ということであればＡということになりますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 それでは、総合評価としてはＡというふうにさせていただきたいと思います。

２－８の「平成２１年度業務実績評価調書（案）」については、本日の合同会議における委

員の皆様の意見と審議結果を加えて取りまとめたいと考えております。

また、事前評価の中で意見をお聞きしました政策評価・独立行政法人評価委員会が２次評価

をし、意見を述べる際の関心事項、及び特に留意すべき事項として示されている項目について

も同様に評価調書の別紙として取りまとめをするという予定でございます。

評価調書の取りまとめについては、事務局に作業をさせまして、議長である私にご一任いた

だきたいと思いますが、ご異議ないでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【議長】 異議なしと認めまして、そのようにさせていただきたいと思います。

以上をもちまして本日の議題、水資源機構の平成２１年度業務実績評価の議事を終了したい

と思います。長時間にわたりましてありがとうございました。

議事の進行を司会のほうにお返しします。

【司会】 ありがとうございました。以上をもちまして第１８回独立行政法人評価委員会水

資源機構分科会等合同会議を閉会いたします。本日の議事録につきましては、ご出席の委員の

皆様方にお諮りし、公表することといたしておりますのでよろしくお願いいたします。

なお、委員の皆様方におかれましては、本日の会議資料につきましては非常に大部でござい

ますので、そのまま机の上に置いていただければ後ほど郵送させていただきます。

ありがとうございました。

── 了 ──


