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平成25年度 農林水産省行政事業レビュー 公開プロセス 

No.７ 漁協経営再建支援事業 

 

日時：平成25年６月14日(金) 15:50～16:45 

場所：農林水産省 本館 ７階 講堂 

（外部有識者）太田 康広 委員、沖本 美幸 委員、伊永 隆史 委員、藤原 道子 委員、 

二村 真理子 委員、吉田 誠 委員 

（事務局）後藤 正之 政策評価審議官、山口 英彰 予算課長、三浦 正充 評価改善課長 

（説明者）橋本 次郎 漁政課長、齋藤 伸郎 水産経営課長、棚倉 英樹 室長、 

高屋 繁樹 課長補佐 

 

後藤審議官：それでは、本日最後の事業となります。資料は79ページからです。 

 「漁協経営再建支援事業」です。また、16時半頃にコメントシートを回収というこ

とになりますので、適宜記入しながら御議論をお願いしたいと思います。最初に、担

当から説明を５分程度でお願いいたします。 

齋藤課長：水産庁水産経営課長の齋藤です。よろしくお願いいたします。 

 事業番号７番、漁協経営再建支援事業です。この事業は、漁協の欠損金対策の一

環として実施しているものですけれども、まず事業の趣旨です。漁協は、漁業者あ

るいは漁村を支える中核組織ということですけれども、実際には多額の繰越欠損金

を抱えまして、経営が悪くなっておる経営不振漁協というようなものもあります。

こういった漁協が仮に機能不全というようなことに陥ってしまいますと、その地域

の漁業あるいは漁村経済に多大な悪影響が及ぶということになってしまいます。そ

こで、このような事態を回避するために、この事業では、経営改善計画の策定、実

行によりまして、繰越欠損金の解消に取り組む漁協を対象といたしまして、借換借

換資金に係る金利の軽減措置を講じるということによりまして、欠損金の解消を推

進しようというものです。 

 事業の中身としては、２つありまして、この借換資金借換に係る利子助成を行うと

いうことと、保証料助成を行うということです。いずれも、２分の１以内ということ

です。事業の仕組みにつきましては、図を付けてございますので、御覧になっていた

だきたいと思います。 

 資料の最後の86ページです。欠損金解消スキームと一番上に書いてありますが、

枠のところは、今、申し上げたような趣旨です。漁協の欠損金の処理方法ですけれ
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ども、まずはその当事者である漁協自身が経営改善を図るということですけれども、

なかなか単独で解消ができないという場合に、まず一つは系統としての支援、債権

者の立場として、信漁連による漁協の再建・整理というようなものが考えられるわ

けです。この中では、その漁協の既に出資した方の減資を求めるとか、あるいは関

係者から新たな増資を求めるとか、そういった手法というものが採られるわけです。 

 これに加えて、２番で書いてありますのが、私どもの事業の関係でして、借換借

換資金を活用して、経営改善計画というものを実行していこうということによって、

経営の再建を図ることができないか。そういったことが可能であろうというような

ものについて、下にありますように、金融機関から借換資金の融資をしていただき

まして、これについて利子と保証料について、ここで議題となっております漁協経

営再建支援事業の中で、２分の１以内の支援をするという形で行うものです。 

 当然のことながら、欠損金そのものについて、国費で解消しようというものではあ

りませんで、それは、あくまでも漁協から、その将来の収益の中から返していただく、

そのための支援を行うということです。 

 戻っていただきまして、執行額のところです。執行状況につきましては、24年度で

88.9％ということになってございます。９割は切ってはおるものの、私どもとしては

まずまずの数字ではないかというふうに考えているところです。 

 成果目標といたしましては、要改善漁協数の削減ということです。要改善漁協と申

しておりますのは、欠損金が5,000万円以上で、その解消に10年以上要する漁協とい

うことではありまして、21年度末93組合あるものを25年度の目標では71組合というこ

とで、削減を図っているということです。 

 それから、活動指標といたしましては、事業の実施件数を掲げております。これ

につきましては、当初の私どもの見込みよりは若干下回っているというのが実態で

して、この辺りは、課題として認識をしているところです。事業所管部局による自

己点検です。事業の効率性というところで１つバツを付けておりますのは、これは

１者応札になってしまったということです。 

 それから、事業の有効性で三角を１つ付けておりますのは、先ほど申し上げました

ような活動実績が見込みに見合ったものであるかということでありまして、これは、

経営改善計画の認定というものの視点の中で、やはり実効性がある計画でなければ、

なかなかこの事業に乗せるわけにはいかないということで、予定よりも事業執行が後



 3

ろ倒しになってしまっておるというところが私どもとしては、改善を図る必要がある、

という自覚をしております。 

 簡単ですが、説明は以上といたしまして、あとは質疑の中で補足的に御説明させて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

後藤審議官：続きまして、予算課長からこの事業についての論点の説明をお願いいたします。 

山口予算課長：論点について御説明いたします。 

 １つ目は成果目標についてです。成果目標では、要改善漁協数の削減ということに

なっておりますけれども、24年度末時点でも79漁協が依然として要改善漁協となって

おります。この事業による支援の効果はどうなっているのか。またいつまでこれは支

援を続けるのかという点が１点目です。 

 それと、２つ目は国の支援理由です。経営不振漁協の繰越欠損金処理について、国

が支援を行う理由が何かという点です。 

 ３つ目は、要改善漁協の解消策です。この資料によりますと、要改善漁協数が79と

いうことですが、本事業の活用漁協数というのがその下にありまして、これが35です。

本事業の対象外となっています要改善漁協については、どのような措置を講じている

のか、これが３つ目の論点です。 

後藤審議官：それでは、質疑応答をお願いいたします。回答はなるべく簡潔明瞭にお願いいた

します。 

 それでは、御発言されたい方は挙手をお願いいたします。沖本委員。 

沖本委員：繰越欠損金の原因分析をしっかり行わないと、改善計画もありませんよね。その改

善計画を、つくらなければならないこととなった原因がどこにあるのかということを

まず見きわめる必要があります。漁協ごとに違うと思いますので、一概には言えませ

んね。 

 それから、もう一つ、非常にこういった類いの話で難しいのは、経営改善計画を

どうやってつくるかということです。よく見ていると、売り上げがこのくらい伸び

るだろうとか、安易につくっているケースが多くて、実態は漁協の人が一番知って

いると思うのです。ところが、コンサルタントとか何かが入ると、これはこういう

ふうになるのではないかと、つくってあげるケースも絶対ないとは言えないのです

ね。絵に描いた餅になっている可能性がある。だから、こういったものの非常に重

要なところは、経営改善計画を一緒になってつくれるプロフェッショナルがどれだ
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けいるかということになると思うのです。原因分析とこのプロフェッショナルの点

についてのご意見をいただきたいと思います。 

齋藤課長：まず、漁協の欠損金の原因です。これは、もちろん個々の漁協によって違いますし、

またその都度、見ていかなければならないわけですけれども、典型的なパターンを申

し上げると、やはり過去にいろいろとやっていた漁業がうまくいかなくなって、廃業

してしまったような方々との取引の関係を漁協が被ってしまっているという、こうい

ったものが、多くなっているのが実態です。 

 漁業についても、特にかつては、沿岸から沖合、沖合から遠洋ということで、発

展していったところがあるわけですが、資源の減少でありますとか、あるいは国際

的な規制等々もありまして、撤退せざるを得なくなってきたようなところがある。

そういう中で、経営が悪化してきた沖合に進出していた方々が、結局その漁協との

間で取引していたその燃油であったり餌代であったりその資材であったり、そうい

ったものが言ってしまえば未回収になってしまって、債権として固定化してしまっ

ているというところが一番大きなパターンです。 

 そういったものを分析するに当たって、漁協の方々というよりは、県域ごとにこの

改善計画を立てる場合には、関係の県漁連、信漁連あるいは県庁、関係機関が入りま

して、状況を見極めるとともに、これは、できるだけ私たちとしては、公認会計士の

方でありますとか、あるいはコンサルタントの方でありますとか、そういった外部専

門家にも入っていただいて、資産査定を早期に実施するとか、あるいは改善計画の支

援といったものにも、そういった専門家の力も借りながら、きちっと見極めをしてい

きたい、そういった体制でこれまで実施してきたものです。 

沖本委員：例えば、うまくいかなかった原因が、貸し付けたお金が返ってこないということで

あれば、今からよほどうまい方策をとらない限り、だんだん追い込まれていきます。

起死回生と言っては適切かどうかわかりませんが、そのような方策をどのようにとる

かということが物すごく大事だと思います。その辺は、事業計画の中に織り込まれて

いると言われるかもしれませんけれども、そんな簡単なものではなくて、どうやって

本当にこのイノベーションを起こしていくか、先ほど議論した６次産業のように、ど

うやってニーズをつくっていくかとか、そういった方策がない限り、やはりなかなか

難しいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

齋藤課長：改善計画の中身としては、これは、もちろん個々には違うとは言いつつ、基本的な
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パターンとして、まずはその自助努力として、組合のコストの削減を図る、あるいは

コア事業に集中してどういうふうに伸びていくかというものを出していく、あるいは

役員も含めた人件費の削減を図る。その上で、先ほど来申し上げている減資ですとか

増資ですとか、あるいは民間からの融資、そういった対策を打つとともに、またそも

そも漁協の経営というものは、組合員である漁業者の経営自体が良くならなければ、

組合の経営というのもなかなか良くならないというように連動しているものですから、

この事業からは離れてしまいますけれども、水産庁の政策としては、やはりなかなか

魚が思うように捕れなくなってきている、あるいは魚が売れなくなってきている、そ

ういったものに対してどういった措置をとっていくかというのをやっていかなければ

ならないという考えがあります。 

 時間がないので簡単に申し上げますと、その魚を捕れるようにということで言え

ば、資源管理もきちっとしていくという措置をかなり最近は採っておりますし、魚

が売れるようにということであれば、ファストフィッシュというような形で昨年か

ら取り込んでおります。ちょうど今日、閣議決定をした水産白書にも書かれており

ますけれども、魚の消費量が拡大するための取組、あるいは加工流通の部分でやっ

ているものに、浜の漁協のほうで付加価値を得られるような取組、あるいは国内の

マーケットだけではなくて、海外の輸出といったものにも取り組んで、そのパイを

広げていく、基本的にはそういった施策を水産庁としては採っています。 

沖本委員：この事業には、本当は、この上位の概念があって、それに付随するものであるはず

なのに、ばらばらにやっているので、非常にわかりにくいと思います。今おっしゃっ

たように、漁師さんが強くならない限り改善しないと思います。けれども漁師さんは、

魚を獲ることはうまいけれども、それ以外の分野は非常に難しいですよね、どういう

ふうに売っていくかというのは。だから、どのように売るかを考えていかないと、漁

協の経営改善計画もできませんよね。そこら辺を十分お考えになっていると思うので

すけれども、そこをちゃんとアピールしていかないといけないのではないかと思いま

す。 

伊永委員：今の沖本委員と同じような視点なんですが、成果実績のところで、21年度は、要改

善すべき漁協が93あった。それが、年度ごとに、88、84、79、ことしは71というふう

に成果を上げていこうという計画なんですが、これは、この事業の実態は単なる資金

の借り換えですよね。それで、どう成果が上がって、経営再建がなったというのかが
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理解できないんで教えてください。 

齋藤課長：実は、要改善漁協についてなんですが、認定の時点では、5,000万以上の欠損金を

抱えておって、10年以上解消に掛かるであろうというところで認定いたしますが、こ

れを解除するというところは、欠損金5,000万円を切ったというところではなくて、

きちんと欠損金を解消して、ゼロになって卒業する、そういった形でやっております。

したがって、この今79の要改善漁協としてありますけれども、これは、既にこの欠損

金の解消ということを実現はほぼしておって、指定解除が目前のものでありますとか、

あるいは経営改善計画に基づいて、改善を実施中であって、その進捗を見ていくと、

これは順調にいっておるので、あと何年後かにはきちんと経営改善が果たせるであろ

う、そういったものも相当含んでおる数字です。この事業の仕組みが、借り換えをい

たしまして、その時点で欠損金はもちろん無くなるわけではございませんので、経営

改善を図っていくものです。 

 もともと、収支が悪い、資金繰りが悪いところを借り換えてやって、資金繰りを良

くしてやって、その間に収益性を高めて、そして欠損金を返していくという形で、計

画をやっておりますので、進捗を管理していく中で、まず順調に進んでいくというこ

とであれば、要改善漁協の解消というところにつながるものです。 

伊永委員：その収益性を高めるという部分は、どのような具体策があるんですか。 

齋藤課長：それは、先ほど来申し上げておりますけれども、まさに改善計画の中身なのであり

ますが、コストの削減というのがまず１つの方策、あるいはその増資でありますとか

減資でありますとか、そういったところで資本増強してやると。資金繰りを良くして

やる。さらに、そういうところは、個々の漁協によって異なりますが、例えば採算の

とれる部分、例えば市場であったら、そういったところの更新をして、利益が上がる

ようにするとか、販売として主力になるものがあれば、そこを中心にしてやるとか、

あるいは不採算の部分、例えば養殖であれば、単一の魚種だけでやっていれば、そこ

の価格が下がると、経営が悪くなるので、少し他の魚種と組み合わせてやるとか、

色々とそこは、漁協の中で収益性が高まるところを取り組んでいくということです。 

伊永委員：でも、それは、借り換え以前でもできたことではないんですか。 

齋藤課長：それが、借り換えしないままでやりますと、結局、過去の欠損金の部分の利払いと

いいますか、そういったものが、資金繰りを圧迫してしまうという事情があります。

これは、今、組合員になっていて、実際に漁業をやっている方々が作った借金であれ
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ば、仕方がないのかもしれませんけれども、別の漁業をやっていて、過去に廃業して

しまったような方との関係で、できてしまった欠損金について、今の方々の負担で全

部賄うということはなかなか難しいということがありまして、利払い、資金繰りを良

くしてやるだけでも、そこは相当に変わってくるところです。 

伊永委員：もう一つだけ、いや、どうもそこが理解できないんですが、これは、本格的に経営

をよくしようとすれば、やはり狙う魚種を変えるとか、いわゆるイノベーションの部

分を出してこないと、本格的には難しいような気がするんですが、そういうアプロー

チはしておられるんですか。 

齋藤課長：これは個々の計画によりますけれども、資金繰りを良くすることによって、例えば

実際に使っている漁具でありますとか網でありますとか、そういったものの更新が可

能になるとか、違った魚種に転換することが可能になるとか、そういった設備投資、

新たなやり方というものができるような後押しするための資金を与えてやって、それ

を繰り延べして、一定の期間というものが確保できるわけですから、その間、経営改

善というものを図っていくということが基本的な考えです。 

後藤審議官：すみません、順番で太田委員。 

太田委員：これは、繰越欠損金が出ているところというのは、基本的に債務超過という理解で

よろしいですか。 

齋藤課長：いや、必ずしもそうではないです。 

太田委員：必ずしもそうではない。資本の食い込みで済んでいる場合もあるということですか。

債務超過のところもある。 

齋藤課長：そうです。 

太田委員：ということは、資産は当然プラスなので、そうすると貸している人がいるわけです

ね。 

齋藤課長：漁協系統の金融機関というのは、通常は信漁連が中心であります。 

太田委員：とすると、貸している側も、自分が貸している債権が、貸している先が、大分、経

営状態が悪いということになると、非常に強い関心をお持ちだと思うんですが、そち

らの債権者とこの経営計画ということの関係はどういうふうに切り分けていらっしゃ

いますか。 

吉田委員：そのときに債権放棄の措置をしないと、なかなか改善できないので、今までわかっ

ている債権放棄額とか件数とかもあわせて、計画の中で…… 
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齋藤課長：すみません、金額は確認できるかどうか。それで、考え方としては、この借換資金

を使っている国の事業だけで、全てを解決しようということではございませんで、債

権者と、先ほどもお話し申し上げましたが、債権者の立場として、信漁連のほうから

条件の緩和であるとか債権の放棄であるとか、そういったものも組み合わせて実施す

るということになります。この経営改善計画を認定する場合に、まず県域で関係者の

委員会を作っていただきまして、そこで検討していただきます。その際に、県漁連で

ありますとか、あるいは信漁連でありますとか、行政も入りまして、そこでそれぞれ

の立場から、この計画で大丈夫か、あるいはそれぞれの立場でできることはどういう

ことがあるか、その上で、私どもの事業に乗せることが適当かどうかといった判断を

していただく、そういったことになります。 

太田委員：国が事業として調整に入る前に、なぜ債権者の方々が同じように経営再建の計画を

立てられないんでしょう。 

齋藤課長：そういうことであれば、債権者の方々が、計画を立てて、私どもの事業を用いずに、

再建を図っているというようなこともあります。これは、平成20年当時に、今の基本

的な枠組みというのを作っておるんですが、国のほうでは、この借換資金のスキーム

で予算措置というものを講じておりますけれども、漁協系統のほうでも、これは、そ

の債権者としての信漁連が、そういった債権放棄等々も含めて、対応を考えなければ

ならないものです。そうすると、これは、事と次第によっては、信漁連のほうも、そ

ういった漁協との関係はあるわけですから、きちっとした資本対応というものができ

なければならない。そのために、マリンバンク支援協会というような形で、その農林

中金をはじめ全国の信漁連から基金を拠出しまして支援措置するという、そういった

枠組みというものも作っております。 

後藤審議官：すみません、あと数分でコメントシートを回収しますので、またよろしくお願い

します。 

太田委員：いざ、債権者の側からしたら、いざ、その債務者の側の経営状態が悪くなったら、

国がいろいろ事業を手伝ってくれて、利子補給その他やってくれるとなると、新規の

貸し出しをするときに、そんなに真剣にというか、慎重に見なくても、いずれ国が多

少出してくれるんだったら、気軽な気持ちでお金を貸すといういわゆるモラルハザー

ドということが、起きることが非常に強く懸念されるんですが、その点についてはい

かがですか。 
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齋藤課長：同じようなことを繰り返すということがあってはいけませんので、私どもとしては、

まずはもちろん計画を作ったときの進捗管理というものもしてございますけれども、

そもそも融資をする段階で、例えばやはり漁協自らも自助努力をできるだけのことは

していただく、あるいは責任を明確化して、必要な責任を取っていただく、あるいは

組織としても、例えば合併するなり再編するなり、そういった形を踏まえた上で、あ

るいはその漁協系統としても資金を拠出する、そういった形でやっております。それ

から、先ほどのご質問ですけれども、20年度から25年度までで、要改善漁協について

の債権放棄等々は約98億円、これは５件です。 

太田委員：債権者の責任の明確化も当然必要なんですが、経営陣のほうはどういうふうになっ

ていますか、漁協の経営サイドは。 

齋藤課長：漁協についても、これは必要に応じて責任をとっていただくということになります。

現経営陣が作ったものであれば、これは、当然、責任を明確にその方に取っていただ

く必要があるわけですが、実は、その過去からの廃業した方々の積み重ねといったよ

うなものが、こういった事態を招いているということが多うございます。そういう意

味では、役員交代というよりは、役員としての責任はありますので、報酬のカットで

あるとか、そういった形で対応していただくというのが通例です。 

太田委員：伺っていると、基本的に誰も責任をとっていない無責任体制というふうに聞こえる

んですけれども、普通それは、無責任にならないように、債権者がモニタリングする

とか、あるいは経営陣が、欠損が出た段階で、これはどうするんだといって、普通の

会社で言うと株主総会に当たるようなところで、当然、責任が問われたりとか、国が

調整して、利子が入るという状態になる前に、もうちょっと何とかしないとという力

が働くはずなんです。 

齋藤課長：そこは説明が至らず失礼いたしました。私どもの事業でやっているという観点で、

事業の説明をしておりましたので、そういう意味では、実際に当事者である漁協であ

りますとか、あるいは信漁連でありますとか、そういったレベルでは、今、言われた

ようなお話があって、その上で、その再建に当たって、国の支援を使うことができる

ようなことがないか、経営改善計画がきちっと立てられれば、私どもの事業の検討対

象になってくるということです。 

太田委員：そこの再発防止という観点で、何かこういうことが続けて起こらないように、体制

というのはつくられているんですか。 
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齋藤課長：通例は、漁協がそのままの形で存続するということにはなっておりません。経済的

に成り立たないというような場合には、合併でありますとか再編でありますとか、そ

ういった措置を取っております。私どもとしては、漁協の機能は、これは漁村におい

てどうしても必要なものだと考えておりますので、やはり漁協が破綻してなくなって

しまうということであっては困ります。 

 かと言って、同じようにお金をつぎ込んで、同じようなことを繰り返すというこ

とでも困ります。そういった中で、二度とそういったことが起きないような措置が

採れるのかということで、通常は、今までの例を見ておりますと、やはり隣接の漁

協が統合して面倒を見るようなことがあります。ただし、その際には、欠損金を抱

えたまま来られても困ります。そこの部分はなくす措置を採っておいてもらわなけ

ればいけないし、責任も取ってもらいます。そういったことであるならば、統合し

て、併せて漁協の機能は隣接のところで提供するとか、そういった形が多い形です。 

後藤審議官：よろしいですか。 

吉田委員：まず、質問の前に、国と県が、信漁連及び漁協に対して、どういう責務、オブリゲ

ーションを持っているかというので、まず簡単に説明してください、要するに検査と

か監査とか。 

齋藤課長：信漁連については、金融機関でありますから、これは、当然他の金融機関と同様に、

監督官庁としての指導監督というものがございます。そういう意味では、信漁連も、

国のほうの水産庁が、監督官庁として、そういった面では見ているということです。 

後藤審議官：すみません、シートの記入もお願いいたします。 

吉田委員：都道府県には、何も検査義務とかというのはないんですか。 

棚倉室長：都道府県も、漁協に対して監督権限を持っております。 

吉田委員：かつての経験からすると、こういう状態まで放置したのは、結構、県とか国の責任

も大きいと思うのです。だって、この状況は、県の検査が入ったらすぐわかりますも

のね、漁協に入ったら。漁協だけじゃなくて信漁連の実態なんてわかっていたはずな

んです。それをずっと放任してきて、どうしようもなくなってということだと思うん

です。だから、そこら辺で、県とか国といっても、金融庁なのか水産庁なのか、ある

と思いますけれども、そこの監視体制とか検査体制の強化というのも同時にやらない

と、意味がないとは思うんですが。その辺で何か手を打たれている。 

齋藤課長：検査体制ということについては、これは、私どもで言えば、指導部局ではなく、検
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査部局のほうで、またきちっとやっていただかなければいけないところです。また、

我々のほうでできることとしては、やはり漁協自らに、監査機構、これを強化すると

いうことで、そのための支援措置等というのは今やっております。漁協としては、こ

れは、かなり問題意識は持っておりますので、今までのような通常の監査に加えて、

全国監査という形で、きちっと見ていこうというようなことはしておりますので、私

どもとしても、それと併せて強化策を採りたいと考えています。 

吉田委員：漁協自身の多分全漁連とかなんとかで、監査委員会なんかはつくって第三者的にや

ろう、第三者と言えるかどうか微妙ですけれども、わかりました。ただ、前々から気

にしていたのは、都道府県の多分所管、水産課とか、そういうところなんですよね。

そこで、本当に昔みたいに金融面でプロフェッショナルな職員がいるかというと、非

常に疑問なんです。農林水産部全体でもいなくなっているんじゃないかと思うんです

が、だから県の検査に関しても、実質的な機能を持たせるつもりであるならば、そう

いったプロの人員の養成なり確保というのは不可欠ではないかと思うんですが、いか

がでしょう。 

棚倉室長：都道府県の指導部局と申しますか、検査関係につきましても、最近では、検査部局

が別の部局になって、農林水と一緒に検査を行うような体制で強化しているというよ

うに、そういう県が大分増えてきていると聞いております。 

吉田委員：公共事業であるとか公金の検査について統合して、昔の農林水産部とか土木部とい

う枠を超えてやろうということで、プロ人材の確保を進めているということですね。 

 もう一度言いますと、今の経験からすると、やはりこれは、もう一つは、この検

査体制、監視体制と情報公開の義務化をどこまで進めるかということだと思います。

法制度上は、多分、適宜適正な制度になっていると思うんですが、運用上、問題に

なったんじゃないかと思うんです。漁協の財務状況に対する情報公開であるとか、

信漁連のほうの例えば株主に対する情報公開とか、その辺については、何か改善策

というのはあるんでしょうか。 

棚倉室長：信漁連につきましては、他の金融機関と同じように、ディスクロージャーという制

度がありまして、単協につきましても、信用事業を行っているところにつきましては、

そういう体制をとっています。 

吉田委員：いやいや、それはわかっていて言っているんです。だから、それでうまくいかなか

ったんだから、制度上は、あるのはわかっているんですが、運用上、何か問題があっ
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たからうまくいかなかったんじゃないの、その運用面で、何かてこ入れなり改善した

ことはありますかと聞いているんです。なければないで結構です。もともと、だって

ディスクロージャー制度はあったわけです。それがうまくいっていなかったわけです。 

高屋補佐：今、委員から御指摘のあった点につきましては、やはり今後の懸念として、現在、

漁協系統におきましても、自己資産査定の徹底というところを始めておりまして、で

きるだけオープンな形にしながら、早い段階で問題点を明らかにできる体制を今、整

備しようと努めております。 

吉田委員：具体的なこと、ここでは余り言いたくないんですけれども、基本的にはダブルアカ

ウントしていたり、二重の帳簿があったりということだってあり得たはずなんで、だ

からそこのもう少し担保となるような制度運用、担保となるような措置を講じるべき

だと思っているんですけれども、今、言われた以上のことは特に今のところ考えてい

ない。 

高屋補佐：効果があるかというところには、先ほど委員からも御指摘があった漁協系統の中で

の全国監査、これは、全漁連が、今、系統の漁協に対して、監査を行っておりますけ

れども、自分のところの県域で監査するのではなくて、全漁連のほうから監査士を派

遣して、監査を行うということをできるだけ強化しながら、今、言ったような問題を

排除できればということで、国のほうも、今、支援措置を講じております。 

後藤審議官：藤原委員、お願いします。 

藤原委員：この事業の中で、利子助成と保証料助成のこれはどのくらいの割合ですか、金額の

パーセンテージは。 

齋藤課長：金額ですか。 

藤原委員：はい、例えば24年度は１億9,000万円、実施以降が１億6,900万ですね。 

齋藤課長：シートの３ページのところで、資金の流れがございまして、利子助成のほうで流れ

ておりますのが23件で１億1,100万円、保証料助成のほうで出しておりますのが12件

で5,400万円ということです。 

藤原委員：それで、この事業は、平成22年度から25年度ということで、事業としては今年で終

わりですよね。 

齋藤課長：事業としては、現行の事業は22年度から25年度ということになっておりますが、こ

の仕組みに相当するものをまた26年度の予算要求の中で考えていきたいと思っており

ます。 
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藤原委員：そうしますと、利子助成の場合は、例えば、毎年、金利の半分を助成していくとい

う形ですよね。 

齋藤課長：これは、借り入れの時点で金利は固定されておりますので、その時点での金利につ

いての２分の１助成ということになります。 

藤原委員：それは、だから払い終わるまでの金利分を２分の１負担するという保証で始まって

いるという事業という認識でよろしいですよね。 

齋藤課長：現行の事業も、事業概要のところにありますように、当該年度で借り入れたものの

助成と、それまでに借入れたものの後年度負担という形で組んでいます。そういう意

味では、今年までに組んだものと、後年度負担というものは何らかの形で予算措置は

しなければならないと考えておりますので、そこは26年度の予算要求の中で整理させ

ていただくということです。 

藤原委員：例えば、事業が良くなって、利子助成を減額するとか、そういうのはないのですか、

総て２分の１負担が固定されるのですか。 

齋藤課長：経営がうまくいったような場合には、繰り上げの償還をしていただいて、早く要改

善漁協から脱却していただく、そういう形でやっております。 

藤原委員：それはお願いということですか。 

齋藤課長：実際には、金利負担、２分の１補助でありますから、２分の１は、当然、漁協のほ

うも持ち出しでありますから、それは、払わないで済むものであれば、漁協のほうも、

払わないで済ませるようにはしたいということで、対応を当然されるというものです。 

後藤審議官：二村委員、いかがですか。 

二村委員：次年度以降も事業が続くということですけれども、どういう段階で事業をストップ

するというような青写真みたいなものはお持ちでしょうか。 

齋藤課長：今の要改善漁協、79、この中から一定のものは、既に計画に乗って、卒業までの道

筋が見えていると思っておるんですが、正直申し上げて、まだこのうちの事業に乗せ

ることが可能なのか、あるいはその系統自らやっていただくのか、あるいはこれはな

かなか手を尽くしても如何ともし難いので、抜本処理せざるを得ないということにす

るのか、そこの見極めをあと数年の間にきちっとやらなければならないと思っていま

す。 

 それと、あともう一つは、欠損金が、実は自己査定その他できちっと見ていくと、

決算書上よりも多く出てくるという実態があるというようなこともあると、対応は考
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えなければいけませんので、そこの辺りをきちっと精査するという仕組みをできれば

とりたいと思っております。 

二村委員：今の段階で、目標値、25年度で71という形でありますけれども、これがふえていく

可能性というのはないんでしょうか。 

齋藤課長：実は、そこは、実際はあり得る話でして、これまでも、そういったものがあれば、

指定追加するということをしてございます。ただ、そういったことがないようにとい

うことで、先ほどもお話をしましたけれども、これは、まだ我々のほうで検討してい

る段階ですが、欠損金が多くならない時点で、査定をきちっとやって、早期に手を打

つ。そのために、今、我々だけではなくて、会計士やコンサルの方の外部専門家の方

のお知恵もいただきながら取り組む、そういったことをやれればと考えているところ

でございます。 

二村委員：あと、もう一点よろしいでしょうか。こちらの要改善漁協、24年度の段階で79とい

うような数字になっていますけれども、それで実施が35、この79引く35のこの中で、

本当は改善したほうがいいんだけれども、つまり借換とか、そういうような措置に移

ったほうがいいんだけれども、かたくなに移りたくないですとか、そのようなこちら

の改善案にのってこないような漁協というのはないんでしょうか。 

齋藤課長：改善案に乗ってこないというよりは、改善案をなかなか作り切れないということで

す。というのは、当然、関係者の方々にも一定の負担をしていただかなければならな

いものでありますし、まずは決算書上で出ている実質的な欠損金が本当にどこまであ

るのかとか、そういったことをまず精査した上で、関係の方々には、一定の責任を取

っていただく必要もありますし、事業としては、不採算の部分は切り捨てなければい

けない部分もある、そういった調整をやはり関係者の間できちっとするとなると、な

かなか手間取っておって、そういう意味では、嫌だから乗らないというよりは、そう

いったところで手間を取って、事業の活動が見込みに至っていない、そこを何とかク

リアしなければいけないというのが私どもの感じている運用上の課題です。 

二村委員：そういうところに対する働きかけというのはおありなんですか。 

齋藤課長：それは当然してございます。 

二村委員：頑張りなさいという、そういう働きかけなんでしょうか。 

齋藤課長：「皆さん、頑張れ」というよりは、その県域の方々にまず入っていただいて、我々

も、必要に応じて、問題となる漁協に直接行って、お話を伺って、どういったところ
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が課題なのか、あと我々としては、こういったことならば、可能性はあると思うし、

ただこういったことは難しいぞというように、先ほどの政策的な話も含めて、いろい

ろな対応というのは随時させていただいているところです。 

後藤審議官：よろしいでしょうか。ほかにご意見等はよろしいですか。今、シートを取りまと

めております。もし何かそのほかに御説明されたいことがございましたら…… 

沖本委員：会計士の監査というものをやはり導入していくということも大事かもしれませんね。

また、事業計画を本当に立てられる人というのは、ただ単なる会計士じゃなくて、い

ろいろな実情がわかっている人じゃないとできませんよね。数字をわかるということ

は、実態がわかっていないと、数字がわかりませんでしょう。そういった人が、そん

なに数が多いかどうかわからないので、これは農水省の仕事じゃないのかもしれない

のですけれども、本当に実務がわかった人の育成というのが必要になるのでしょうね。

農水省の例えば仕事に関してかなり詳しい人とかがおられると思うのですが、そうい

った人の協力を得ながらやっていかないと、素人の集団が集まっても、できないよう

な気がいたしますが、どうでしょう。 

齋藤課長：おっしゃるとおりです。私どもとしてできることとしては、我々が専門的知見をと

いうのもあるんですが、むしろやはりそういう方に、漁業でありますとか水産であり

ますとか漁協でありますとか、そういったところの実態というものをできるだけご理

解いただくような、そういった取り組み、先ほどの情報公開みたいなことも、その一

環としても位置づけられるんだと思いますけれども、我々のできることとしては、そ

ういったことも、この案件で言えば、一般的なことも含めてですけれども、そういっ

た視点を持って取り組んでいければというふうに思っております。 

伊永委員：ある漁業組合に、非常にすぐれた漁業組合長が着任したときから、急にその財務が

よくなったというような話も、聞いたことがあるんですが、組合長の人事というのは

どういうふうになっているんですか。 

齋藤課長：組合長の人事は、組合で自主的に選挙で決めなければいけない。 

伊永委員：100％、組合員が選挙する。 

齋藤課長：はい、元々漁協というのは協同組合であります。 

伊永委員：わかります。 

齋藤課長：組合員の役員人事も組合でお決めになるものです。 

伊永委員：ということは、組合員の中に人材がいなければ、外部からの登用は不可能というこ
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とですよね。 

齋藤課長：役員も、員外からということも制度上は可能ですし、そこは、まさに地元の事情が

分かって、漁業の事情が分かって、色々経営ができるということであれば、そのそれ

ぞれの組合の判断で、そういったこともあり得るのだと思います。 

後藤審議官：それでは、評価結果がまとまっておりますので、結果の報告取りまとめ案につき

まして、沖本委員からお願いいたします。 

沖本委員：漁業経営再建支援事業の調査結果につきましては、「事業内容の改善」３名、「事

業全体の抜本的改善」３名という結果になりました。この公開プロセスの結論として

は、「事業内容の改善及び事業全体の抜本的改善」としたいと思います。 

 その中で、主なコメントを紹介しますと、「事業全体の抜本的改善」を選択した

委員が３名おり、漁協の充実のためには、経営責任、自助努力をさらに求めるべき、

漁協の機能自体は必要だが、債権者に応分の負担を求め、漁協経営陣の責任を明確

にし、別の漁協と統合するなど、抜本的な対策が必要、漁協運営に対するガバナン

スの強化が必要、モラルハザードを招くおそれがあり、この種の支援措置は廃止す

べき、経営改革するようなチャレンジャーを支援する制度へ展開すべきといったも

のがありました。 

 また、「事業内容の改善」を選択した委員が３名おりますが、繰越欠損金の原因分

析なくしては経営改善できません。組合出資者の責任、未収の人への返済請求といっ

たモラルハザードの防止策を明確にする必要があります。 

 次に、経営再建は早期に行われる必要がある。経営改善計画の審査が適切に行われ

ること、また定期的にチェックが必要、国・県の監視体制の強化を図り、今後は倒産

もありきとした激しい対応が必要、情報公開、監査の運用面での改善が必要だという

意見がありました。この取りまとめについて、何かご意見がありますか。分かれてい

ますけれども、最終的な漁協経営再建支援事業の評価結果は、「事業内容の改善及び

事業全体の抜本的改善」とさせていただきます。やはりいろいろな意見がありますの

で、そこを踏まえた上で、本取りまとめ結果を尊重して、予算要求等に向けた検討を

ぜひともお願いしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

後藤審議官：ありがとうございました。 

 以上で、この事業につきましての議論を終了いたします。 
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以上 


