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資料 ５－３ 

 

中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表（案） 

法人名 独立行政法人農林漁業信用基金 府省名 農林水産省・財務省 

沿 革  

昭和 27. 9 (認)農業共済基金 

                           （平成 12.4 解散・承継） 

昭和 41. 8 (認)農業信用保険協会 

                          昭和 62.10         平成 15.10 

昭和 38.10 (特)林業信用基金             (認)農林漁業信用基金    (独)農林漁業信用基金 

 

昭和 27.12 中小漁業融資保証保険特別会計 

（昭和 52.1 廃止・承継） 

昭和 49.10 (認)中央漁業信用基金 

 

昭和 39.12 (特)漁業共済基金 

（昭和 57.10 解散・承継） 

 

役員数 職員数（実員） 

法定数 常勤（実員） 非常勤（実員） 

役員数（監事を除く。）及び職員数

（平成18年１月１日現在） 

７人 ７人 －人 １１９人 

年  度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度（要求） 

一般会計 １，９８４ ２，７２０ ２，６５８  

特別会計 ３ ３ －  

計 １，９８７ ２，７２３ ２，６５８  

 うち運営費交付金 － － －  

 うち施設整備費等補助

金 

－ － －  

国からの財

政支出額の

推移（16～

19 年度） 

 

 

（単位：百万円） 

 うちその他の補助金等 １，９８７ ２，７２３ ２，６５８  
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平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度（要求） 支出予算額の推移（16～19 年度） 

（単位：百万円） ２１２，８３５ ２２４，５８５ ２１３，７１３ ２２７，１２１ 

平成 16 年度 平成 17 年度 利益剰余金（又は繰越欠損金）の

推移（16・17 年度） ７，２４０ ８，７７１ 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度（見込み） 平成 19 年度（見込み） 行政サービス実施コストの推移

（16～19 年度）   (単位：百万円) ２，３１６ ４，３０１ ６，０６０ ５，８４９ 

見直しに伴う行政サービス実施コ

ストの改善内容及び改善見込み額 

① 保険業務においては、事前協議の徹底及び部分保証の導入による保険金の支払の減少、保険料率の見直しによる

保険料収入の増加が期待できること 

②  債務保証業務においては、保証料率の見直しによる保証料収入の増加、保証審査の厳格化や部分保証の拡大によ

る代位弁済の減少が期待できること 

③ 貸付業務においては、事務手続きの簡素化等による資金需要の増加、活用されない枠についての有効活用が期待 

できること 

から、行政サービス実施コストは改善すると考えられる。 

中期目標の達成状況（業務運営の

効率化に関する事項等）(平成 17

年度実績) 

 本法人は、農林漁業者の信用力を補完し、農林漁業経営に必要な資金の融通を円滑にして農林漁業の健全な発展に

資することを目的として、信用基金協会が行う債務の保証についての保険、林業者等の融資機関からの借入れに係る

債務の保証等を行うとともに、農業・漁業災害補償制度の一環として、共済団体等に対して共済金等の支払に必要な

資金の貸付けを行うものである。この目的を達成するため、以下の中期目標を設定しており、これまでのところ目標

を上回る達成状況となっている。 

 

＜業務運営の効率化に関する事項＞ 

○ 事業費の削減・効率化 

１ 事業費（農業・漁業災害補償に係る貸付事業を除く。）について、平成 14 年度比で５％以上削減するという目

標に対し、平成 17 年度は 32.3％の削減。 

２ 長期資金の借入に当たって一般競争入札を導入し、調達コストを縮減。 

３ 求償権の回収促進のため債権回収業者（サービサー）を活用。 

 

○ 業務運営体制の効率化 

 １ ４部門（農業・林業・漁業・農業災害補償）に分かれていた事務所を統合（16 年 12 月）。 

２ 人員について、独立行政法人化時点（15 年 10 月）において前倒しで３名を削減。さらに、組織体制・人員配

置の見直しにより、６名（うち管理部門４名）を削減。 
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３ 組織について、管理部門において２課を削減（総務部及び経理部各１課）。また、経理部を再編し、出納事務等

を一元化。 

 

○ 経費支出の抑制 

 一般管理費について、平成 14 年度比で 13％以上抑制するという目標に対し、人員削減や給与引き下げによる人

件費の削減、委託業務の見直し（電算システムの自主運用化）等による事務費の節減により、平成 17 年度は 24.7％

の削減。 

 

＜国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項＞ 

○ 事務処理の効率化 

業務内容に応じて標準処理期間を設け、その期間内に案件の８割以上を処理するという目標に対し、平成 17 年

度は、目標設定した全ての業務について目標を上回る率を達成。 

 

○ 適切な保険料率・保証料率等の設定 

  事故率等保険料率・保証料率の算定要素の動向について分析・点検を行い、農業信用保険及び林業信用保証につ

いて、それぞれ保険料率・保証料率の見直し（引上げ）を実施。 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農林漁業信用基金 府省名 農林水産省・財務省 

事務及び事業名 農業信用保険業務 

事務及び事業の概要 【農業保険業務】 

 農業者の必要とする資金の円滑な融通を図るため、農業者が民間金融機関から借り入れる際に、農業信用

基金協会が行う債務保証についての保険及び農業信用基金協会に対する代位弁済財源の貸付 

【低利預託原資貸付業務】 

 農業経営基盤強化促進法等に基づく認定農業者に対し、経営改善計画の達成に必要な短期運転資金を低利

に融通するため、貸付を行う民間金融機関に、貸付原資の一部に充当して低利化を図るための低利原資を供

給（預託）する農業信用基金協会への貸付 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

 

 

 

 

 

 

行政サービス実施コストに与え

る影響（改善に資する事項） 

 

【農業保険業務】 

○ 収支改善に向けた取組の実施 

  ① 保険引き受け・保険金支払審査時の基金協会との事前協議の徹底と支払保険金の回収納付の促進 

 ② 一部資金（事故率の高い資金）について部分保証を導入 

③ 事故率を踏まえた保険料率の見直しの検討 
【低利預託原資貸付業務】 

  ① 借受者のニーズを踏まえ、事務手続きの簡素化や資金使途等の貸付条件の見直しを検討 

  ② 資金需要を精査し、活用されない枠が生じた場合には出資金の取扱いについて検討 

 

【農業保険業務】 

 ① 事前協議の徹底及び部分保証の導入により保険金の支払が減少することが期待できること 

② 保険料率の見直しにより保険料収入の増加が期待できること 

から、行政サービス実施コストは改善すると考えられる。 

【低利預託原資貸付業務】 

① 事務手続きの簡素化等により、資金需要の増加が期待できること 

② 活用されない枠についての有効活用が期待できること 

から、行政サービス実施コストは改善すると考えられる。 
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事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

【農業保険業務】 

農業信用保険事業については、保険収支の均衡の原則を確保しつつ、農業関係制度資金の円滑な融通を図

る必要があるが、保険収支については、負債整理資金であり貸倒れが発生しやすい一部の制度資金において

収支が悪化していることから、これが全体の収支に影響を与えており、平成 10 年以降赤字が継続している。 

 

   農業保険収支の推移             （単位：百万円） 

 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

保険料(a) 3,758 3,793 3,842 3,783 3,765 

回収金(b) 2,701 2,882 2,821 2,917 2,905 

収入計(c=a+b) 6,459 6,675 6,663 6,700 6,670 

保険金(d) 7,563 7,196 7,943 7,054 8,803 

収支差(e=c-d) - 1,104 - 521 - 1,280 - 354 - 2,133 

 

 このため、次の措置により収支の改善を図るものとする。 

 

① 信用基金においては、農業信用基金協会の協力を得ながら収支均衡を維持する必要があることから、大

口保険引受案件や大口保険金支払案件について、農業信用基金協会における債務保証の引受審査の徹底や

代位弁済の適正処理等を確保するため、引き続き、農業信用基金協会との事前協議の徹底と、支払保険金

の回収納付の促進を図る。 

（指摘事項 第二部３（３）②）、(見直し方針 別紙３（３）） 

 

② 現行の保険料率は平成 17 年 7 月に改定されており、その内容は、保険収支の悪い制度資金において引

き上げを行ったものであるが、その引き上げ幅は農業者の負担増加に配慮し 20％程度となっていること

から、事故率を踏まえた更なる見直しを検討する。 

（指摘事項 第二部３（３）②）、（見直し方針 ２（３）、別紙３（３）） 

 

③ 農業信用基金協会段階におけるモラルハザード対策については、 

 ア 融資機関である農協等からも出資を受けており、農業信用基金協会で代位弁済が増加すれば、当該出

資が毀損すること、また、農業信用基金協会が代位弁済の増加に伴い増資を求める場合には、求償権残

高に応じて求めることが一般的であること 

 イ 無担保・無保証人保証の引受については、金融機関ごとの契約において、農業信用基金協会で償却が
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必要になった場合には、償却額の 10％を当該金融機関が負担すること 

といった対策が取られているが、保険収支の改善にも資するため、保険収支の悪い一部の資金について部

分保証を導入し、金融機関における適正な貸付審査・債権管理を促し、適正な責任分担を構築する。 

（指摘事項 第二部３（２）①）、（見直し方針 別紙３（３）） 

 

なお、農業信用基金協会に対する代位弁済財源の貸付業務については、代位弁済により農業信用基金協会

の基金が取り崩され、保証能力が低下するのを防ぐとともに、円滑な代位弁済を確保するためのものであり、

保証保険制度の円滑な運営を確保する上で重要な役割を果たしており、 

① 民間金融機関からの借入では、迅速な代位弁済ができなくなるとともに、金利負担の増加から保証料が

引き上げられ、農業者の負担が増大すること 

② 融資枠(502 億円)に対して十分に活用されていること 

から、今後も継続して実施することとする。 

 

 

［融資等業務のデータ］ 

【農業保険業務】 

（１）保険引受額、保険引受残高 

  16 年度          ：117,915 件、6,659 億円（年度末残高：1,412,422 件、38,812 億円） 

  17 年度          ：105,368 件、5,953 億円（年度末残高：1,365,918 件、38,602 億円） 

18 年度（見込み）:             6,884 億円 

19 年度（見込み）:             6,884 億円 

（２）農業信用基金協会に対する代位弁済財源貸付 

16 年度         ： 310 件、200 億円（年度末残高 510 件、496 億円）リスク管理債権額 0、引当金額 0 

17 年度         ： 365 件、315 億円（年度末残高 512 件、495 億円）リスク管理債権額 0、引当金額 0 

18 年度（見込み）:         209 億円 

19 年度（見込み）:        324 億円 

 

 

【低利預託原資貸付業務】 

農業経営改善促進資金については、 

① 近年の超低金利下において、制度資金の金利メリットが極めて希薄化していること 
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② 農業者が借入手続きの簡単な農協の営農ローン等を利用していること 

等により貸付実績が低調となっているが、本資金は、認定農業者が規模拡大等を行う中で必要となる運転資

金を低利に安定的に融通するものであり、農政の最重点課題である担い手の育成・確保を図る上で、重要な

役割を担っている。 

 

金利の上昇局面を迎え、資金需要も増すものと考えられるが、次のような見直しを行うものとする。 

① 借入者のニーズを踏まえ、事務手続きの簡素化や資金使途等の貸付条件の見直しなど、使いやすさにつ

いて見直しを行う。 

② その上で、資金需要を精査し、活用されない枠が生じた場合には出資金の取扱いについて検討を行う。 

（指摘事項 第二部２（１）、（見直し方針 ２（１）、別紙２（１）②） 

 

なお、極度貸付に係る運転資金の貸出金利を引き下げる手法としては、貸付の都度交付決定が必要な利子

補給方式でなく、低利原資を供給する方式が合理的である。 

 

 

 

［融資等業務のデータ］ 

【低利預託原資貸付業務】 

 農業信用基金協会に対する低利預託原資貸付  

16 年度          ： 68 件、12 億円（年度末残高：68 件、12 億円）リスク管理債権額 0、引当金額 0 

  17 年度          ： 69 件、13 億円（年度末残高：68 件、13 億円）リスク管理債権額 0、引当金額 0 

18 年度（見込み）:        125 億円 

19 年度（見込み）:        125 億円 

 

事務及び事業に係る 19 年度予算

要求額 

 

国からの財政支出額 

(対 18 年度当初予算増減額) 

          億円 

（    億円） 

支出予算額 

(対 18 年度当初予算増減額) 

552 億円 

（  119 億円） 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農林漁業信用基金 府省名 農林水産省・財務省 

事務及び事業名 林業信用保証業務 

事務及び事業の概要 【債務保証業務】 

 林業者が必要とする資金の円滑な融通を図るため、林業者が民間金融機関から借り入れる際の債務保証 

【林業融資業務】 

木材の生産及び流通の合理化の促進による木材供給の円滑化並びに効率的かつ安定的な林業者の育成を

図り、林業経営改善計画等の認定を受けた林業者が必要とする低利資金（木材産業等高度化推進資金）の融

通のため、貸付を行う民間金融機関に、貸付原資の一部に充当して低利化を図るための低利原資を供給する

都道府県への貸付 

【林業寄託業務】 

森林施業の規模の集約や長伐期化等を促すため、林業経営改善計画の認定を受けた林業者に対し無利子の

森林整備活性化資金の貸付を行う農林公庫へ無利子の貸付原資の寄託 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【債務保証業務】 

ア 収支改善に向け取り組むとともに、併せて、正常先の確保等にも取り組む。 

  ① 事故率を踏まえた保証料率の見直しを 19 年度実施に向け検討 

② 新規保証等の対象を正常先又は要注意先に限定する等審査の厳格化 

③ 関係団体等と連携した保証の働きかけ等優良保証の確保や、被保証者に対する財務改善の助言の充

実による優良保証先の育成 

④ 求償権ごとの回収目標を設定し進捗状況の管理等による求償権回収の向上 

 イ 100%保証の対象をより政策性の高いものに限定し、その他の新規保証の引受（増額保証を含む。）は

部分保証へ移行。 

 

【林業融資業務】 

  ① 借受者のニーズを踏まえ、資金メニューの廃止を含む貸付条件の見直しを検討 

② 資金需要を精査し、活用されない枠が生じた場合には出資金の取扱いについて検討 

 

【林業寄託業務】 

引き続き信用基金において実施。 
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 【その他】 

林業信用保証勘定における一般管理費の赤字を補てんするための予算措置は 18 年度限りとし、19 年度

予算要求は行わない。 

 

行政サービス実施コストに与え

る影響（改善に資する事項） 

【債務保証業務】 

 ① 保証料率の見直しにより、保証料収入の増加が期待できること 

② 保証審査の厳格化や部分保証の拡大により、代位弁済が減少することが期待できること 

から、行政サービス実施コストは改善すると考えられる。 

【林業融資業務】 

① 貸付条件の見直しにより、資金需要の増加が期待できること 
② 活用されない枠についての有効活用が期待できること 
から、行政サービス実施コストは改善すると考えられる。 
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事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

＜国の政策を達成するための基本的な考え方＞ 

① 林業・木材産業については、国内の森林資源を利用し供給する産業として健全に発展させることが、

国土の保全や地球温暖化の防止等森林が有する多面的機能の持続的な発揮につながることとなる。 

② 現在、林業・木材産業をめぐる状況は、木材需要の伸び悩みや材価の低迷、経営コストの増大等によ

る林業の採算性の悪化、保育・間伐の遅れ、木材の生産・流通を担う事業体の弱体化等、以前にも増し

て厳しい状況にある。 

この状況を看過すると林業・木材産業の衰退のみならず、森林の有する多面的機能の確保にも支障を

来すこととなる。 

また、戦後造成した人工林が利用期を迎えてきており、国産材供給量は平成 14 年度を底として増加

基調にあり、国産材の需要構造が変化している中で、その利用の推進が重要な政策課題となっている。 

③ このため、(独)農林漁業信用基金は、造林・保育の川上から木材卸売・木材市場の川下までを通じ

た林業・木材産業一体となった構造改革を進めるという森林・林業政策の重要課題を着実に推進して

いく上で重要な役割を担っている。 

 

【債務保証業務】 

ア 収支改善に向けた取組、正常先の確保等 

・ 総合経済対策の一環として貸し渋り対策に取り組んだこと、また、近年の林業・木材産業をめぐる

厳しい経営環境を反映して、平成 10 年度以降、代位弁済額が増加し保証収支が悪化。 

 

 

保証収支の推移                                    （単位：億円） 

年 度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

保証料(a) 4.0 4.0 4.8 4.8 4.5 3.9 3.7 3.6 3.8 3.6 

求償権回収等(b) 4.0 3.9 3.8 2.4 3.8 5.7 4.6 6.1 3.7 4.5 

収入計(c=a+b) 8.0 7.9 8.6 7.2 8.3 9.6 8.3 9.7 7.5 8.1 

代位弁済額(d) 5.5 8.0 27.9 17.3 27.8 27.6 29.3 25.1 18.7 14.0 

求償権回収委託費(e) － － － － － － － 0.1 0.4 0.5 

支出計(f=d+e) 5.5 8.0 27.9 17.3 27.8 27.6 29.3 25.2 19.1 14.5 

収支差(g=c-f) 2.5 -0.1 -19.3 -10.1 -19.5 -18.0 -21.0 -15.5 -11.6 -6.4 
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・  このため、審査の厳格化、優良保証の確保・育成、求償権回収の向上等信用基金による自助努力の

必要がある。 

・ また、早急に事故率を踏まえた保証料率の見直しを行う必要がある。 

・ なお、急激な保証料率の引き上げは、保証利用者の経営を圧迫しかねないことから、限界あり。 

（指摘事項 第二部３（２）②）、（見直し方針 ２（３）、別紙３（３）） 

 

イ 部分保証への移行 

・ 現在、信用基金の保証は原則として 80%の部分保証としており、政策的に重要なものについては 100%

保証。この結果、100%保証は全体の約８割。 

 

100%保証と 80％保証の割合（H16 末） 

区 分 件数  （比率）

100％保証 1,830 （78.0）

80％保証   515 （22.0）

合 計 2,345 （100） 

 

・ 林業・木材産業は産業自体が低迷し、財務体質の脆弱な事業者が多数を占めており、このような事

業者に対し金融機関からの資金融通を円滑化し、林業・木材産業の施策の推進を図っていく必要があ

ることから、100％保証の措置を行ってきたところであり、その政策的意義は極めて高いところであ

るが、今後、部分保証の拡大を図るため、100％保証の対象を林業経営基盤強化法に基づく認定計画

に係る資金や特に政策性の高いものに限定することとする。 

（指摘事項 第二部３（２）①）、（見直し方針 別紙３（３）） 

 

［融資等業務のデータ］ 

16 年度：2,043 件、461 億円（年度末残高：2,345 件、476 億円）、正常先以外の割合 93.4%、引当金額 81 億円   

17 年度：1,937 件、431 億円（年度末残高：2,160 件、449 億円）、正常先以外の割合 92.3%、引当金額 74 億円 

18 年度(見込み)：  621 億円 

19 年度(見込み）：  621 億円 
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【林業融資業務】 

・ 木材産業等高度化推進資金については、これまで、 

① 近年の超低利下において、制度資金の金利メリットが極めて希薄化していること 

② 引き続き材価が低下していること 

等により貸付額が減少したものと考えているが、本資金は木材の生産・流通の合理化等に必要となる運

転資金等を低利に融通するものであり、森林・林業政策の最重要課題である林業・木材産業が一体とな

った構造改革を推進する上で、重要な役割を担っている。 

・ 国産材供給量が平成 14 年度を底として増加基調(H16：16.6 百万ｍ3)にある中で、低迷する林業・木

材産業の構造改革を推進していくためには、今後の旺盛な資金需要に対応できるよう、借受者のニーズ

を踏まえつつ、早急に資金メニューの見直しなどを講じていくことが必要。 

・ また、本年９月に策定する予定の新たな森林・林業基本計画において国産材供給量が増加すると計画

されていること（H27 の国産材供給量：23 百万ｍ3）や、木材の安定供給に向けた協定等の締結の促進

による４倍協調資金から３倍協調資金（協定等締結により、より低利な融通が可能。）への移行等を踏

まえるとともに、金利の上昇等経済情勢の動向変化の可能性も加味しつつ、将来必要となる資金需要を

精査して、融資枠を適正に管理していくことが必要。 

 

・ このようなことから、資金需要も増すものと考えられるが、次のような見直しを行うこととする。 

① 借入者のニーズを踏まえ、資金メニューの廃止を含む貸付条件について見直しを行う。 
② その上で、資金需要を精査し、活用されない枠が生じた場合には出資金の取扱いについて検討を行

う。 

（指摘事項 第二部２（１））、（見直し方針 別紙２（１）②） 

・ なお、新たに都道府県へ利子補給の補助金を創設することについては、貸付の都度交付決定が必要に

なること、また、三位一体改革の考え方に反することから困難。 

 

  

［融資等業務のデータ］ 

16 年度    ：41 件、79 億円（年度末残高：24 件、24 億円）、リスク管理債権額 0、引当金額 0 

17 年度    ：44 件、70 億円（年度末残高：22 件、22 億円）、リスク管理債権額 0、引当金額 0 

18 年度(見込み)：   106 億円 

19 年度(見込み)：      115 億円 
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【林業寄託業務】 

以下の理由により、引き続き信用基金で実施していくこととする。 

・ 寄託業務は、森林施業の規模の集約や長伐期化等を促すため、林業経営改善計画の認定を受けた林業

者に対し無利子の森林整備活性化資金の貸付を行う農林公庫へ無利子の貸付原資を寄託する制度であ

り、厳しい状況にある森林整備の推進に向けて引き続き実施する必要がある 

・  仮に信用基金以外の機関が行うこととすれば、信用基金には本業務に係る出資金（222 億円）が積み

立てられており回転して利用できるのに対して、他機関で行う場合は財源がないことから、信用基金で

行う場合よりも多額の財政負担が新たに必要となり、「国民負担の軽減」という今回の独立行政法人の

見直しの方針に反することとなる。また、国が直接寄託することとなれば、国の特別会計を新たに設け

る必要が生ずる。 

 ・ さらに、仮に信用基金以外の機関で実施することとしても、林業者に貸し付けられた森林整備活性化

資金（償還期間 30 年）が信用基金に返還されるまでは、信用基金の本件業務、信用基金の長期借入金

に対する国庫補助は継続せざるを得ない。 

・ これらのことから、信用基金が主体となり、機動的に無利子資金を供給するという現行方式で行うこ

とが合理的である。 

  

［融資等業務のデータ］ 

16 年度    ：2 件、32 億円（年度末残高：39 件、270 億円）、リスク管理債権額 0、引当金額 0 

17 年度    ：2 件、32 億円（年度末残高：38 件、288 億円）、リスク管理債権額 0、引当金額 0 

18 年度(見込み)：      38 億円 

19 年度(見込み)：      38 億円 

 

【その他】  

林業信用保証勘定における一般管理費の赤字の補てんするための補助金「林業信用保証事業費補助金」

については、平成 15 年度から 18 年度までの措置とし、19 年度予算要求は行わず、基金に対し更なる自

助努力を求めることとする 

 （指摘事項 第一部３（２）①イ）、（見直し方針 ２（２）） 

 

事務及び事業に係る 19 年度予算

要求額 

 

国からの財政支出額 

(対 18 年度当初予算増減額) 

 億円 

  （  億円） 

※一般管理費は要求せず

支出予算額 

(対 18 年度当初予算増減額) 

188 億円 

  （  5 億円） 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農林漁業信用基金 府省名 農林水産省・財務省 

事務及び事業名 漁業信用保険業務 

事務及び事業の概要 【漁業保険業務】 

 中小漁業者等が必要とする資金の円滑な融通を図るため、中小漁業者等が民間金融機関から借り入れる際

に、漁業信用基金協会が行う債務保証についての保険及び漁業信用基金協会に対する代位弁済財源の貸付け 

【低利預託原資貸付業務】 

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく経営改善計画の認定を受けた漁業者に対して、

経営改善計画の達成に必要な短期運転資金を低利で貸し付ける民間金融機関に対し、漁業信用基金協会が貸

付原資の一部に充当して低利化を図るための低利原資を供給（預託）する際の当該漁業信用基金協会への貸

付け 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政サービス実施コストに与え

る影響（改善に資する事項） 

 

【漁業保険業務】 

○ 収支改善に向けた取組の実施 

①  引き受け・支払審査時の漁業信用基金協会との事前協議の徹底と支払保険金の回収納付の促進 

② 一部資金（事故率の高い資金）について部分保証の導入 

③ 事故率を踏まえた保険料率の見直しを検討 

【低利預託原資貸付業務】 

① 漁業経営改善促進資金の借受者のニーズを踏まえ、事務手続きの簡素化や資金使途等の貸付条件の見

直しを検討 

② 漁業経営改善促進資金の資金需要を精査し、活用されない枠が生じた場合には出資金の取扱いについ

て検討 

 

【漁業保険業務】 

① 事前協議の徹底及び部分保証の導入により保険金の支払の減少が期待できること 

② 保険料率の見直しにより保険料収入の増加が期待できること 

から、行政サービス実施コストが改善すると考えられる。 

【低利預託原資貸付業務】 

① 事務手続きの簡素化等により、資金需要の増加が期待できること 
② 活用されない枠についての有効活用が期待できること 
から、行政サービス実施コストは改善すると考えられる。 
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事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

【漁業保険業務】 

 漁業信用保険業務では、昭和 50 年代の石油危機及び 200 海里時代の到来等による漁業経営環境の悪化に

伴い、保険収支状況が悪化していたことから、これまでに様々な収支改善策を講じてきており、平成 7年度

以降、一部の年を除いて保険収支は黒字となっている。 

 

○漁業保険収支の推移  （単位：百万円）

年 度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 

保険料 (ａ)   746   735   744   720   656 

回収金 (ｂ)  2,598  2,481    1,955  1,691 1,573 

収入計（ｃ=ａ+ｂ)  3,344  3,216  2,698  2,411 2,229 

保険金 (ｄ）  2,229  2,095   3,921  2,116 2,429 

収支差(ｅ=ｃ-d）  1,115  1,121 -1,223    295 -200 

 

 しかしながら、長期にわたる魚価安に加え、昨今の燃油高騰の影響等漁業を取り巻く環境は厳しく、今後

の漁業信用保険収支については予断を許さないところ、信用基金及び漁業信用基金協会（基金協会）におけ

る収支改善を図ることが必要となっていることから、次の措置により改善を図るものとする。 

 

① 信用基金においては、基金協会の協力を得ながら収支均衡を維持する必要があることから、大口保険引

受案件や大口保険金支払案件について、引受審査の徹底や代位弁済の適正処理等を確保するため、引き続

き基金協会との事前協議の徹底と、支払保険金の回収納付の促進を図る。 

 （指摘事項 第二部３（３）②）、（見直し方針 別紙３（３）） 

 

② 基金協会のモラルハザード対策として、従来一部の資金について特別出資制度（代位弁済対象融資機関

から代位弁済額の一定割合を基金協会に出資（うちてん補率部分を信用基金に拠出））を講じているとこ

ろであるが、これに加え、事故率の高い資金に対しては部分保証を導入し、金融機関における適正な貸付

審査・債権管理を促し、適正な責任分担を構築する。 

 （指摘事項 第二部３（２）①）、（見直し方針 別紙３（３）） 
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③ 現行の保険料率については平成 15 年 4 月に改定されたものであるが、使用漁船区分、資金種類等ごと

の事故率を踏まえ、収支の均衡、急激な保険料引上げに伴う漁業経営への圧迫、といった点を考慮の上、

保険料率を見直す。 

 （指摘事項 第二部３（３）②）、（見直し方針 ２（３）、別紙３（３）） 

 

なお、漁業信用基金協会に対する代位弁済財源の貸付業務については、代位弁済により漁業信用基金協会

の基金が取り崩され、保証能力が低下するのを防ぐとともに、円滑な代位弁済を確保するものであり、保証

保険制度の円滑な運営を確保する上で重要な役割を果たしており、 

① 民間金融機関からの借入では、迅速な代位弁済ができなくなるとともに、金利負担の増加から保証料が

引き上げられ、漁業者の負担が増大すること 

② 融資枠(303 億円)に対して十分に活用されていること 

から、今後も継続して実施することとする。 

 

 

［融資等業務のデータ］ 

【漁業保険業務】 

（１） 保険引受額、保険引受残高 

  16 年度         ：7,144 件、1,324 億円（年度末残高：24,454 件、2,161 億円） 

  17 年度         ：6,619 件、1,222 億円（年度末残高：22,629 件、2,035 億円） 

18 年度（見込み）：         1,379 億円  

19 年度（見込み）：         1,379 億円 

（２）漁業信用基金協会に対する代位弁済財源貸付状況 

16 年度         ：314 件、189 億円（年度末残高:507 件、274 億円）リスク管理債権額 0、引当金額 0 

  17 年度         ：291 件、181 億円（年度末残高:503 件、273 億円）リスク管理債権額 0、引当金額 0 

18 年度（見込み）：        210 億円  

19 年度（見込み）：        204 億円 

 

 

【低利預託原資貸付業務】 

漁業経営改善促進資金については、 

① 近年の超低金利下において、制度資金の金利メリットが極めて希薄化していること 
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② 漁業経営改善促進資金を活用する条件として、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づ

く経営改善計画の認定が必要であるが、近年の漁業経営を取り巻く厳しい環境から、計画の策定が困難と

なっていること 

等から、本資金の貸付実績が低調となっているが、効率的かつ安定的な経営体を育成するに当たって本資金

は重要な役割を担っている。 

 

金利の上昇局面を迎え、資金需要も増すものと考えられるが、次のような見直しを行うものとする。 

① 借入者のニーズを踏まえ、事務手続きの簡素化や資金使途等の貸付条件の見直しなど、使いやすさにつ

いて見直しを行う。 

② その上で、資金需要を精査し、活用されない枠が生じた場合には出資金の取扱いについて検討を行う。 

（指摘事項 第二部２（１））、（見直し方針 ２（１）、別紙２（１）②） 

 

なお、極度貸付に係る短期運転資金の貸出金利を引き下げる手法としては、貸付の都度交付決定が必要な

利子補給方式ではなく、低利原資を供給する方式が合理的である。 

 

 

［融資等業務のデータ］ 

【低利預託原資貸付業務】 

漁業信用基金協会に対する低利預託原資貸付 

16 年度         ：7 件、8億円（年度末残高：7件、6億円）リスク管理債権額 0、引当金額 0 

  17 年度         ：6 件、6億円（年度末残高：6件、6億円）リスク管理債権額 0、引当金額 0 

18 年度（見込み）：     48 億円 

19 年度（見込み）：     60 億円 

 

事務及び事業に係る 19 年度予算

要求額 

 

国からの財政支出額 

(対 18 年度当初予算増減額) 

  億円 

（  億円） 

支出予算額 

(対 18 年度当初予算増減額) 

296 億円 

（ 5 億円） 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農林漁業信用基金 府省名 農林水産省 

事務及び事業名 農業災害補償関係業務 

事務及び事業の概要  農業災害補償制度は、保険の仕組みを活用し、冷害、台風等により被害を受けた農業者の損失を補填し、

再生産と経営の安定を図る制度。 

 信用基金は、被災農業者への共済金の早期かつ円滑な供給を目的とした、農業共済団体に対する共済金及

び保険金支払財源の貸付けを行う。 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

 

 

 

 

行政サービス実施コストに与え

る影響（改善に資する事項） 

○ 財務状況が悪化している農業共済団体については、収支の改善を指導することにより貸付規模の縮減を

図る。 

 

○ 「行政改革の重要方針」に基づき、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計に

ついて、平成２０年度までに、両特別会計の統合を含め検討するものとされていることを踏まえ、農林漁

業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務について、平成２０年度までに両部署の統

合を検討する。 

事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

○ 貸付規模の縮減を図るため、財政状況が悪化している農業共済団体の収支の改善を支援する。 

（指摘事項 第二部２（１）、見直し方針 ２（１）、別紙１） 

 

○  農業災害補償制度の一部である政府・特別会計が、統合を含め検討するものとされていることを踏まえ、

災害補償制度と一体不可分である農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務についても、両部署の

統合について検討することが必要。 

（指摘事項 第一部３（２）①ロ（ⅱ）、見直し方針 ２（２）／別紙４（３）ⅱ）） 

 

○ なお、貸付事業は、国の基幹的な災害対策である農業災害補償制度と一体不可分であり、農林中金等民

間金融機関では、全ての農業共済団体が必要とする資金の全額を無担保、無保証で迅速に供給することは

困難。被災農業者への迅速な共済金の支払等のセーフティーネットを後退させず、社会不安を惹起させな

いためにも、信用基金からの融資事業が必要。 
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〔融資等業務のデータ〕 

16 年度      ：30 件、 83 億円（年度末残高：16 件、18 億円）、リスク管理債権額：0、引当金額：0 

17 年度     ：15 件、 23 億円（年度末残高：13 件、15 億円）、リスク管理債権額：0、引当金額：0 

18 年度（見込み）：     475 億円 

19 年度（見込み）：      475 億円 

 

事務及び事業に係る 19 年度予算

要求額 

 

国からの財政支出額 

(対 18 年度当初予算増減額) 

 億円 

（  億円） 

支出予算額 

(対 18 年度当初予算増減額) 

925 億円 

（  0 億円） 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農林漁業信用基金 府省名 農林水産省 

事務及び事業名 漁業災害補償関係業務 

事務及び事業の概要  被災漁業者への共済金の早期かつ円滑な供給を目的とした、漁業共済団体に対する共済金及び再共済金

支払財源の貸付を行う。 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

 

行政サービス実施コストに与え

る影響（改善に資する事項） 

○ 「行政改革の重要方針」に基づき、漁船再保険及漁業共済保険特別会計及び農業共済再保険特別会計

について、平成２０年度までに、両特別会計の統合を含め検討するものとされていることから、農林漁

業信用基金の漁業災害補償関係業務及び農業災害補償関係業務について、両部署の統合を含め検討を行

う。 

事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

○ 漁業災害補償制度の一部である政府・特別会計が、統合を含め検討することとされていることから、

災害補償制度と一体不可分である漁業災害補償関係業務及び農業災害補償関係業務についても、両部署

の統合について検討することが必要である。 

（指摘事項 第一部３（２）①ロ（ⅱ）、見直し方針 ２（２）／別紙４（３）ⅱ） 

 

○ なお、漁業共済制度は、国の基幹的な災害対策である漁業災害補償法に基づくものであり、漁業共済

組合が漁業者と契約した補償額の一部を全国漁業共済組合連合会と再共済契約（再保険）し、同連合会

が更にその一部を国と保険契約（再々保険）することにより成立し、基本的に収支が均衡するよう設計

されている。 

しかしながら、本制度が対象とするリスクの特異性に加え、加入率の低迷、２００海里体制導入等の

他律的要因などによる厳しい漁業情勢を反映して、漁業共済団体及び国の特別会計の各段階において、

これまでに多額の繰越損失を計上している。 

このような財政状況において、被災者への早急な支払いを常に求められている共済金及び再共済金に

ついて、漁業共済団体が他の金融機関からの迅速かつ安定的な資金の融資を受けることは実現性に乏し

く、現状の貸付形態の存続が妥当である。 

また、漁業共済事業については、平成１６年１１月の財政制度等審議会の答申において、平成２０年

度までの単年度の収支均衡を強く求められたところであり、これを受け、平成１８年４月開始の定期料

率改定（平均上昇率５．４％）を行うなどの、収支改善に取組んでいるところである。 
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［融資等業務のデータ］ 

 漁業共済団体に対する貸付 

16 年度        ：36 件、172 億円（年度末残高：28 件、109 億円）、リスク管理債権額：0、引当金額：0 

17 年度        ：23 件、152 億円（年度末残高：17 件、 90 億円）、リスク管理債権額：0、引当金額：0 

18 年度(見込み）：     155 億円 

19 年度(見込み）：     155 億円 

 

事務及び事業に係る 19年度予算

要求額 

 

国からの財政支出額 

(対 18 年度当初予算増減額)

  億円 

（  億円） 

支出予算額 

(対 18 年度当初予算増減額) 

310 億円 

（  0 億円） 
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組織形態の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農林漁業信用基金 府省名 農林水産省・財務省 

組織形態に関する見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向

性） 

○ 引き続き、独立行政法人農林漁業信用基金として業務を実施する。 

 

○ 「行政改革の重要方針」に基づき、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計

について、平成２０年度までに、両特別会計の統合を含め検討するものとされていることを踏まえ、農

林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務について、平成２０年度までに両部

署の統合を検討する。 

 

○ ディスクロの充実を図る。 

 

組織形態について上記措置を講

ずる理由 

 

○ 農林漁業信用基金は、 

① 特殊法人の見直しの方向に沿って、農業、林業、漁業の保証・保険事業を行う法人及び農業、漁業

の災害補償制度に基づく共済金等の支払財源貸付業務を行う法人の統廃合を実施してきた法人であ

ること 

② 法律に基づく国の政策を実行する業務を実施しており、また、その業務は政策性が高いことから収

益性は低くなっており、民間での実施は困難であること 

③ 国のほか、基金協会、林業者、共済団体等からの出資金で財務基盤を構築しており、財政融資資金

を活用する政府系金融機関との統合は適当でないこと 

から、引き続き、独立行政法人として業務を実施する必要がある。 

（指摘事項 第二部２（３）①／④）、（見直し方針 別紙２（１）③／（３）） 

 

○ 農林漁業信用基金は、 

① 認可法人から移行した独立行政法人であり、職員の身分は非公務員となっているとともに、 

② 事務所については、独立行政法人になった時点で 4カ所に点在していたものを、平成 16 年 12 月に

一事務所へ統合し、事務の効率化に努めているところである。 

（指摘事項 第一部３（２）①ロ（ⅱ））、（見直し方針 ２（２）②ⅰ）） 

 

○  災害補償制度の一部である政府・特別会計が、統合を含め検討するものとされていることを踏まえ、

災害補償制度と一体不可分である農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務についても、両部

署の統合について検討することが必要。 
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 （指摘事項 第一部３（２）①ロ（ⅱ）見直し方針 ２（２） 別紙 ４（３）ⅱ）） 

 

【ディスクロの充実】 

○ 農林漁業信用基金は、農林漁業者が必要とする資金の円滑な融通を図るための信用補完機能を始め、

担い手の育成などの政策目標の実現のために必要な業務を行っている。 

また、現在の組織において各種の業務を行っていることについては、特殊法人の見直しの方向に沿っ

て統廃合を行ってきた経緯がある。 

 

○ このようなことから、信用基金の業務については複雑で解りづらいとの意見も聞かれることから、農

林漁業政策における信用基金の位置づけとその役割について、国民の視点から見ても解りやすい形でデ

ィスクロージャーに取り組むこととする。 

（指摘事項 第一部３（２）①ハ））、（見直し方針 ２（４）） 
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随意契約の見直し 

法人名 独立行政法人農林漁業信用基金 府省名 農林水産省・財務省 

随意契約について講ずる具体的

措置 

 

○ 一般競争入札を原則とし、随意契約としうるものは国の基準と同様のものに限定（会計規程及び会

計規程細則）。 

（随意契約としうる金額の主な基準) 

・ 予定価格が２５０万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 

・ 予定価格が１６０万円を超えない財産を買い入れるとき。 

・ 予定賃借料の年額又は総額が８０万円を超えない物件を借り入れるとき。 

・ 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が１００万円を超え

ないものとするとき。 

 

○ 予定価格が一定額以上の随意契約について、１８年６月に国と同様の「随意契約の公表基準」を作成、

公表。また、随意契約を行った案件についてホームページで公表。 

 

 

 


