
独立行政法人農林漁業信用基金の業務の実績に関する評価の基準

農林水産省独立行政法人評価委員会農業分科会（以下「評価委員会」という ）。

は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「法」という ）に。

基づく独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という ）の業務の実。

績に関する評価を行うに当たっての基準を次のとおり定める。

１ 評価の基本的考え方

（１）独立行政法人は、法第３２条の規定に基づく各事業年度に係る業務の実績

に関する評価（以下「各事業年度の実績評価」という ）及び法第３４条の。

規定に基づく中期目標に係る業務の実績に関する評価（以下「中期目標の実

績評価」という ）を受けなければならないとされている。。

（２）各事業年度の実績評価は、当該事業年度における業務の実績の全体につい

て、別紙に定める信用基金の中期計画の中項目（以下「中項目」という ）。

を評価単位とし、中項目の評価、中項目の評価結果を踏まえた大項目（以下

「大項目」という ）の評価及び全体の評価（以下「総合評価」という ）の。 。

３段階で行うものとする。

（３）中期目標の実績評価は、中期目標の期間における業務の実績の全体につい

て （２）の例により行うものとする。、

（４）評価委員会は、各事業年度の実績評価及び中期目標の実績評価の結果、信

用基金の業務運営について改善すべき点が明らかとなった場合には、改善の

方向について勧告するものとする。

（５）評価委員会は、評価を行うに当たって、次の事項について留意するものと

する。

ア 独立行政法人の評価のより適正な実施を図る観点から、随時評価手法等

の見直しを行うものとする。

イ その際、法人の事務事業の効率的かつ効果的な運営を図る観点から、評

価を行うに当たり、法人は、費用と効果の関係についての具体的な把握等

に努めるものとし、評価委員会は他の法人の状況等も踏まえつつ、こうし

た法人の取組についても適切に評価するものとする。

ウ 信用基金については、その業務実績が、経済情勢、国際環境の変化、災

害の発生等外的要因により大きな影響を受けるものであること、業務の遂

行において過去に締結された契約関係の履行が業務の大きなウエイトを占

めること等により、法人の裁量の範囲が限られていることから、法人の業

務上の努力が直ちには実績に反映されないという当該法人特有の特殊な事

情を十分に参酌することとする。



２ 各事業年度の実績評価の方法

（１）中項目の評価方法

ア 中項目の評価は 中項目に係る具体的な項目のうち最小のもの 以下 小、 （ 「

項目」という ）の評価結果について、。

達成度合がＡとされた小項目を２点

達成度合がＢとされた小項目を１点

達成度合がＣとされた小項目を０点

とし、その集計に当たっては、中項目に含まれる小項目の項目数に２を乗

じて得た数を基準として、次の３段階評価で行うものとする。ただし、小

項目がない場合は、その中項目の評価指標により、次のイに準じ、３段階

評価を行うものとする。

小項目の合計数値の割合が基準となる数値の ％以上 Ａ90
小項目の合計数値の割合が基準となる数値の ％以上 ％未満 Ｂ50 90
小項目の合計数値の割合が基準となる数値の ％未満 Ｃ50

イ 小項目の評価は、小項目の定め方に応じて次の方法により行うものとす

る。ただし、予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先

して行ったため、小項目の業務を中止し、又は業務量を減らざるを得なか

った場合は、このような事情を考慮して小項目の評価を行うものとする。

（ア） 小項目に単年度において達成すべき数値目標が定められている場合

には、当該数値の達成度合を踏まえ、次の３段階で行うものとする。

（中期目標又は中期計画上「以上」又は「少なくとも」等とされてい

る場合）

数値の達成度合が ％以上 Ａ100
数値の達成度合が ％以上 ％未満 Ｂ70 100
数値の達成度合が ％未満 Ｃ70

（上記以外の場合）

数値の達成度合が ％以上 Ａ90
数値の達成度合が ％以上 ％未満 Ｂ50 90
数値の達成度合が ％未満 Ｃ50

（イ） 小項目に中期目標期間において達成すべき数値目標が定められてい

る場合には、中期目標期間等を考慮して定めた各事業年度の数値の達

成度合を踏まえ、次の３段階で行うものとする。

数値の達成度合が ％以上 Ａ90
数値の達成度合が ％以上 ％未満 Ｂ50 90
数値の達成度合が ％未満 Ｃ50

（ウ） 小項目に単年度において達成すべき定性的な目標が定められている

場合には、当該小項目の実施状況を判断するための基準として、当該



小項目の性質を勘案して二以上の具体的な指標を設定し、その達成度

合を踏まえ、次の例により行うものとする。

（段階的な評価を行うことが適切な場合）

設定した指標が達成された Ａ

設定した指標が概ね達成された Ｂ

設定した指標が達成されなかった Ｃ

（段階的な評価を行うことが不適切な場合）

設定した指標が達成された Ａ

設定した指標が達成されなかった Ｃ

（エ） 中期目標期間中に達成すべき定性的な目標が定められている場合に

は、当該年度において実施すべき目標を定め、当該目標の実施状況を

判断するための基準として二以上の具体的な指標を設定し、その達成

度合を踏まえ （ウ）の例により行うものとする。、

（オ） 小項目に複数の指標が設定されている場合には、それぞれの指標の

結果を同数の小項目の評価指標とみなすものとする。

（カ） 小項目の評価において、Ｂ又はＣ評価となる見込みの項目について

は、その要因分析を行うものとする。要因分析の結果、特に必要であ

ると認められるものについては、Ａ又はＢ評価に修正することができ

るものとする。

ウ 小項目のうち当該事業年度においては業務を実施しないこととされてい

るものについては、各事業年度の実績評価の対象外とする。

エ 小項目のうち要請などに基づく業務及び短期借入金については、当該事

業年度において実績がない場合、各事業年度の実績評価の対象外とする。

オ 小項目の評価に当たっては、信用基金から提出された自己評価結果を記

載した評価シートを活用するものとする。

（２）大項目の評価方法

ア 大項目の評価は、中項目の評価結果について、

Ａ評価とされた中項目を２点

Ｂ評価とされた中項目を１点

Ｃ評価とされた中項目を０点

とし、その集計に当たっては、大項目に含まれる中項目の項目数に２を乗

じて得た数を基準として、次の３段階評価で行うものとする。ただし、中

項目がない場合は、その大項目の評価指標により、２（１）イに準じ、３

段階評価を行うものとする。

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の ％以上 Ａ90
中項目の合計数値の割合が基準となる数値の ％以上 ％未満 Ｂ50 90
中項目の合計数値の割合が基準となる数値の ％未満 Ｃ50



イ 大項目の評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するも

のとする。

・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・中期計画に掲げられた具体的取組内容以外の評価すべき業績

・予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行っ

たため、予定していた業務を中止し、又はその業務量を減らさざるを

得なかった場合にあっては、その経緯及び実施した特定の業務の内容

（３）総合評価の方法

ア 総合評価は、中項目の評価結果について、

Ａ評価とされた中項目を２点

Ｂ評価とされた中項目を１点

Ｃ評価とされた中項目を０点

とし、その集計に当たっては、中項目の項目数に２を乗じて得た数を基準

として、次の３段階評価で行うものとする。

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の ％以上 Ａ90
中項目の合計数値の割合が基準となる数値の ％以上 ％未満 Ｂ50 90
中項目の合計数値の割合が基準となる数値の ％未満 Ｃ50

イ 総合評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するものと

する。

・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・中期目標終了時点を見据えた各事業年度の業務の進捗状況、残された

期間に行うべき事項等

・業務の達成度合が低くＢ又はＣ評価となった項目については、その状

況、要因等の分析を行い、今後の改善の方向等

３ 中期目標の実績評価の方法

中期目標の実績評価は、上記２に準じて行うものとする。



（別紙）

中期計画に属する各項目 総合評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき 大項目

措置

１ 事業費の削減・効率化 中項目

( ) 事業費の 年度予算対比の削減度合 小項目1 14
( ) 極力有利な条件での借入れ等による借入金利息の縮減 小項目2
( ) サービサーの選定等に当たっての求償権回収に係る費 小項目3
用対効果への配慮

２ 業務運営体制の効率化 中項目

( ) ア．事務所統合の計画的実施 小項目1
イ．組織体制・人員配置の見直しによる人員の計画的 小項目

削減

( ) ア．中期研修計画の策定 小項目2
イ．中期研修計画に基づく研修の実施 小項目

３ 経費支出の抑制 中項目

( ) 一般管理費の 年度予算対比の削減度合 小項目1 14
( ) 予算の執行管理体制の整備 小項目2
( ) 役職員に対する費用対効果などのコスト意識の徹底 小項目3
( ) 業務実施方法の見直し 小項目4
( ) 一般競争・指名競争等の積極的な導入 小項目5
( ) 外部委託の推進 小項目6

４ 内部監査の充実 中項目

常勤監事をサポートする体制の充実・強化 小項目

５ 評価・点検の実施 中項目

評価結果を業務運営に反映させる仕組みの導入 小項目

６ 情報処理システムの効率的・段階的な開発・運用 中項目

( ) 各部門共通の会計システムの開発・運用 小項目1
( ) ア．農業信用保険業務の保険引受システムについての 小項目2

開発・運用

イ．パソコン作成による保険通知等の受入れを可能に 小項目

するためのシステムの開発及び 年度内の稼働15
( ) 林業信用保証業務のシステムの構築 小項目3
( ) 漁業信用保険業務における事故率等を分析するための 小項目4
システムの構築の検討

( ) 農業災害補償関係業務における農業共済団体等の財務 小項目5



等調査システムの運用・改良

第２ 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 大項目

に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 事務処理の迅速化 中項目

( ) 保険引受等の業務内容に応じた標準処理期間内の事務 小項目1
処理の達成度合

( ) 農業信用保険業務における大口保険引受についての基 小項目2
金協会との意見調整及び代位弁済前の基金協会との事前

協議の徹底

( ) 漁業信用保険業務における大口保証引受についての事 小項目3
前打合せの対象範囲の拡大及び基金協会との求償権に関

する情報の共有化

( ) 専決権限及び稟議決裁方法の見直し 小項目4
２ 利用者に対する積極的な情報提供及び利用者の意見の反 中項目

映

( ) ア．ホームページでの情報提供の充実 小項目1
イ．ホームページの更新に要する期間を１週間以内と 小項目

し、情報提供を迅速化

ウ．アクセス件数の達成 小項目

( ) 林業信用保証業務の利用者向け解説書の見直し 小項目2
( ) 漁業信用基金協会とのネットワーク化による保険引受 小項目3
・回収関係情報の月例提供

( ) 農業災害補償関係業務については、農業共済団体等を 小項目4
相手先とするＮＯＳＡＩイントラネットの活用によるよ

り具体的かつ詳細な情報提供

( ) ア．アンケート調査等の実施 小項目5
イ．アンケート調査等により集めた利用者の意見を的 小項目

確に業務運営に反映する仕組みの検討・反映

３ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定 中項目

( ) ア．保険料率及び保証料率算定委員会の設置 小項目1
イ．保険料率の検証方法の確立とそのシステム化に向 小項目

けた検討

( ) 林業信用保証業務について、利用者ごとの財務状況等 小項目2
リスクの違いに配慮した保証料率の導入

( ) 基金協会職員向けの保証審査に係る研修会の開催 小項目3
( ) 信用基金の相談機能の強化 小項目4
( ) ア．農業信用保険業務及び漁業信用保険業務における 小項目5



貸付金利の適切な設定

イ．林業信用保証業務における貸付金利の適切な設定 小項目

ウ．農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務 小項目

における貸付金利の適切な設定

第３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画 大項目。）

１ 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組 中項目

２ 法人運営における資金の配分状況 中項目

３ 業務収支の均衡 中項目

( ) ア．林業信用保証業務の代位弁済率の達成 小項目1
イ．農業信用保険業務の事故率の達成 小項目

ウ．漁業信用保険業務の事故率の達成 小項目

( ) ア．求償権の回収実績の向上 小項目2
イ．保険料・保証料・貸付金利息の確実な徴収 小項目

ウ．共済団体等に対する貸付金の確実な回収 小項目

( ) 責任準備金の適切な計上 小項目3

第４ 長期借入金の条件 大項目

極力有利な条件での借入れ 中項目

第５ 重要な財産の譲渡等の計画 大項目

一番町事務所の譲渡の計画的実施 中項目

第６ 剰余金の使途 大項目

得られた成果 中項目

第７ 施設及び設備に関する計画 大項目

事務所統合の計画的実施 中項目

第８ 人事に関する計画 大項目

１ 人員に関する指標 中項目

２ 人材の確保及び養成に関する計画 中項目

( ) 金融、保険業務等の分野において高度な専門性を有す 小項目1
る民間企業等の人材の確保

( ) ア．個々の職員の専門性の育成に配慮した人事管理 小項目2
イ．職員に対する研修制度の充実 小項目



独立行政法人農林漁業信用基金の評価指標及び評価方法

、 、 、 。評価指標欄の記号はそれぞれ ◎大項目 ○中項目 □小項目である

中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目 評価指標及び評価方法等 事 業 報 告 及 び 特 記 事 項 評価

第２ 業務運営の効率化に 第１ 業務運営の効率化に関 第１ 業務運営の効率化に関 ◎第１ 業務運営の効率化に
関する事項 する目標を達成するため する目標を達成するため 関する目標を達成する
信用基金は、農林漁業 とるべき措置 とるべき措置 ためとるべき措置

金融政策の一環として、
農業・漁業の信用基金協
会（以下「基金協会」と
いう ）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
行うことにより、農林漁
業者の信用力を補完し、
農林漁業経営等に必要な
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する
ものである。
また、自然災害や不慮

の事故による損失を補填
することにより農漁業経
営の安定に資する災害補
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
貸付けを行っている｡
信用基金がその役割を

的確に果たすには、多岐
にわたる業務を一体的に
運営し、一つの法人とし
て、効率的な業務運営体
制を確立することが必要
不可欠である。このこと
は、第４で定める信用基
金の財務内容の改善にも
資するものである。

、 、このため 信用基金は



以下の点を踏まえて業務
運営を行うものとする。

１ 事業費の削減・効率化 １ 事業費の削減・効率化 １ 事業費の削減・効率化 ○１ 事業費の削減・効率化
事業費（農業・漁業災 事業費（農業・漁業災害 事業費（農業・漁業災害

害補償に係る貸付事業を 補償に係る貸付事業を除く 補償に係る貸付事業を除く □( ) 事業費（農業・漁業災1
除く ）については、中期 ）について、その支出の ）について、効率化を図 害補償に係る貸付事業を除。 。 。
目標の期間中に、平成 要否を検討し、効率化を期 る観点から、以下の点など く ）について、 年度予14 14。
年度比で５％以上削減す するため、中期目標の期間 支出の要否及び支出方法等 算対比の当該年度の削減度
る この場合 経済情勢 中に、平成 年度比で５ について検討を行う。 合。 、 、 14
国際環境の変化、災害の ％以上削減する。 〔平成 年度～ 年度ま15 18
発生等外的要因により影 での指標〕

15 5 0.5/4.5響を受けることについて 平成 年度＝ ％×
16 5 1.5/4.5配慮する。 平成 年度＝ ％×
17 5 2.5/4.5平成 年度＝ ％×
18 5 3.5/4.5平成 年度＝ ％×

Ａ：達成度合が ％以上で90
あった

Ｂ：達成度合が ％以上50
％未満であった90

Ｃ：達成度合が ％未満で50
あった

〔平成 年度の指標〕19
19 5 4.5/4.5平成 年度＝ ％×

（平成 年度の指標は、削19
減数値が確実に達成された
か否かを判断するため、達

、 、成度合は Ａが ％以上100
Ｂが ％以上 ％未満、70 100
Ｃが ％未満とする ）70 。
削減度合の算出に当たっ

ては、経済情勢、国際環境
の変化、災害の発生等外的
要因により影響を受けた場
合、又は、業務の進行状況
等に関する自己評価を勘案
した上で、見直すものとす
る。

・極力有利な条件での借入れ □( ) 極力有利な条件での借2
等による借入金利息の縮減 入れ等による借入金利息の

縮減
Ａ：実施した
Ｃ：実施しなかった
（注）民間の金利水準を勘



。案して判定するものとする

・サービサーの選定等に当た □( ) サービサーの選定等に3
っての求償権回収に係る費 当たっての求償権回収に係
用対効果への配慮 る費用対効果への配慮

Ａ：検討した
Ｃ：検討しなかった
（注）回収実績を勘案して
判定するものとする。

２ 業務運営体制の効率化 ２ 業務運営体制の効率化 ２ 業務運営体制の効率化 ○２ 業務運営体制の効率化

４分野（農業・林業・ ( )４分野（農業・林業・漁 ( )４分野（農業・林業・漁 □( )ア．事務所統合の計画的1 1 1
漁業・農業災害補償）に 業・農業災害補償）に分か 業・農業災害補償）に分か 実施
分かれている事務所を統 れている事務所を統合する れている事務所を平成 Ａ：順調に進んでいる16
合するとともに、前倒し とともに、前倒しで独立行 年度後半に統合することが Ｂ：概ね順調に進んでいる
で独立行政法人化時点で 政法人化時点で３名の定員 できるよう、統合場所の選 Ｃ：不十分
定員削減を行うほか、そ 削減を行うほか、その効果 定等所要の準備を行う。 当該評価を下すに至った
の効果を踏まえた組織体 を踏まえつつ、総務、経理 また、事務所統合の効果 経緯、中期目標や中期計画
制・人員配置を見直し、 等の管理部門の再編等、業 を見据えて､独立行政法人 に記載されている事項以外
人員の削減を行う。 務の質や量に対応した組織 化時点に前倒しで３名の定 の業績等特筆すべき事項を

体制・人員配置を見直し、 員削減を行う。 併せて記載する。
人員の削減を行う。

□( )イ．組織体制・人員配置1
の見直しによる人員の計画
的削減
Ａ：計画どおり実施された
Ｂ：計画に比べやや不十分
であった

Ｃ：計画に比べ不十分であ
った

また、職員の能力の向 ( ) 職員の能力の向上を図 ( ) 職員の能力の向上及び □( )ア．中期研修計画の策定2 2 2
上を図るため、各種研修 るため、各種研修を効果的 信用基金の相談機能の強化 Ａ：策定した
を効果的に実施する。 に実施する。 を図るため、部署･階層別 Ｃ：策定しなかった

のほか､専門性の高い業務
に関する研修を充実するな □( )イ．中期研修計画に基づ2
ど､より実践的な研修体系 く研修の実施
を構築する。このため、研 Ａ：計画が達成された
修規程を整備するとともに Ｂ：計画が概ね達成された
､中期研修計画を策定し､そ Ｃ：計画が達成されなかっ
れに基づいた研修を実施す た
る。

３ 経費支出の抑制 ３ 経費支出の抑制 ３ 経費支出の抑制 ○３ 経費支出の抑制



一般管理費について、 すべての支出について、 すべての支出について、
中期目標の期間中に、平 当該支出の要否を検討する 当該支出の要否を検討する □( ) 一般管理費の 年度予1 14
成 年度比で ％以上 とともに、以下の措置を講 とともに、以下の措置を講 算対比の当該年度の削減度14 13
抑制する。 じること等により、一般管 じること等により、一般管 合

理費について、中期目標の 理費の節減を行う。 〔平成 年度～ 年度ま15 18
期間中に、平成 年度比 での指標〕14

13 15 13 0.5/で ％以上の節減を行う 平成 年度＝ ％×。
4.5

16 13 1.5/平成 年度＝ ％×
4.5

17 13 2.5/平成 年度＝ ％×
4.5

18 13 3.5/平成 年度＝ ％×
4.5
Ａ：達成度合が ％以上で90

あった
Ｂ：達成度合が ％以上50

％未満であった90
Ｃ：達成度合が ％未満で50

あった
〔平成 年度の指標〕19

19 13 4.5/平成 年度＝ ％×
4.5
（平成 年度の指標は、削19
減数値が確実に達成された
か否かを判断するため、達

、 、成度合は Ａが ％以上100
Ｂが ％以上 ％未満、70 100
Ｃが ％未満とする ）70 。

・予算管理、調達に係る規程 ① 予算管理､調達に係る □( ) 予算の執行管理体制の2
を整備し、予算の執行管理 規程を整備し、支出の部署 整備
体制を整備する。 別時期別配分を行うなど予 Ａ：規程の整備、支出配分

算の執行管理体制を整備す 等が整備された
る Ｃ：規程の整備、支出配分
。 等が整備されなかった

・役職員に対し、費用対効果 ② 研修の実施等により、 □( ) 役職員に対する費用対3
等のコスト意識を徹底させ 役職員に対し、費用対効果 効果などのコスト意識の徹
る。 などのコスト意識を徹底さ 底

せる。 Ａ：取り組みは十分であっ
た

Ｂ：取り組みはやや不十分
であった

Ｃ：取り組みは不十分であ



った

・業務実施方法を見直す。 ③ 受託金融機関の活用に □( ) 業務実施方法の見直し4
よる現地調査の縮減を検討 Ａ：見直しを実施した
するなど業務実施方法を見 Ｃ：見直しは行わなかった
直す。

・一般競争入札等の積極的な ④ 随意契約とする場合を □( ) 一般競争・指名競争等5
導入を図る。 見直し、一般競争・指名競 の積極的な導入

争等の積極的な導入を図る Ａ：導入を十分に実施した
。 Ｂ：導入はやや不十分であ

った
Ｃ：導入は不十分であった

⑤ 外部委託の推進を図る □( ) 外部委託の推進6
。 Ａ：十分であった

Ｂ：やや不十分であった
Ｃ：不十分であった

４ 内部監査の充実 ４ 内部監査の充実 ４ 内部監査の充実 ○４ 内部監査の充実
業務の適正化を図るた 業務の適正化を図るため 信用基金の各業務を横断 □ 常勤監事をサポートする

め、信用基金の各業務を 、信用基金の各業務を横断 的に監査する内部監査体制 体制の充実・強化
横断的に監査する内部監 的に監査する内部監査体制 の充実・強化を図るため、 Ａ：充実・強化のための方
査体制を充実・強化する を充実・強化する。 ２名に増員される常勤監事 策が図られた。

をサポートする体制の強化 Ｃ：充実・強化のための方
方策を検討する。 策が図られなかった

５ 評価・点検の実施 ５ 評価・点検の実施 ５ 評価･点検の実施 ○５ 評価･点検の実施
保証保険等に係る評価 ( ) 保証保険等に係る評価 保証保険や資金の貸付け □ 評価結果を業務運営に反1

手法について 総務省 政 手法について、必要に応じ に係る評価手法について、 映させる仕組みの導入、 「
府金融機関等による公的 て有識者を活用しつつ、総 必要に応じて有識者を活用 Ａ：検討（導入）は十分で
資金の供給に関する政策 務省「政府金融機関等によ しつつ、総務省「政府金融 あった
評価書｣等を踏まえつつ検 る公的資金の供給に関する 機関等による公的資金の供 Ｂ：検討（導入）はやや不
討し、その結果を事業に 政策評価書｣や他の政府系 給に関する政策評価書｣や 十分であった
反映させる仕組みを順次 金融機関の検討状況等を踏 他の政府系金融機関の検討 Ｃ：検討（導入）は不十分
導入する。 まえて検討する。 状況等を踏まえて検討を進 であった

( ) ( )の検討結果を踏まえ める。2 1
、信用基金内部に横断的な
業務の評価・点検チームを
設置するなど体制整備を行
い、評価結果を業務運営に
反映させる仕組みを順次導
入する。

６ 情報処理システムの効 ６ 情報処理システムの効率 ６ 情報処理システムの効率 ○６ 情報処理システムの効



率的な開発･運用 的な開発･運用 的な開発･運用 率的・段階的な開発･運用
各部門共通の会計シス 各部門共通の会計システ

テムを開発し、経理処理 ムを開発し、経理処理の迅 ( ) 新たに､各部門共通の会 □( ) 各部門共通の会計シス1 1
の迅速化・効率化を図る 速化・効率化を図る等業務 計システムを開発し、経理 テムの開発･運用
とともに、業務運営の効 運営の効率化を実現するた 処理の迅速化・効率化を図 Ａ：計画どおり実施された
率化に必要不可欠な情報 めに必要不可欠な情報処理 る。 Ｂ：概ね計画どおり実施さ
処理システムの開発・改 システムの開発・改良を行 れた
良を行う。この場合、シ う。 Ｃ：計画どおり実施されな
ステムの設計の段階から この場合、設計、業務処 かった
投資の合理化・効率化に 理方法の設定の段階から投
配慮し、システム開発費 資の合理化・効率化に配慮 ( ) 農業信用保険業務の保 □( )ア．農業信用保険業務の2 2
・運用経費を適正なもの し、システム開発費を適正 険引受システムについては 保険引受システムについて
とする。 なものとする。その際、現 ､将来的に安定運用が確保 の開発･運用

行システムの運用面での課 できるよう､また、システ Ａ：計画どおり実施された
題等を十分に分析し､シス ム運用経費の節減につなが Ｂ：概ね計画どおり実施さ
テムの拡張性を確保すると るよう、自主運用化に向け れた
ともに､次期システムの運 た開発の検討を開始する。 Ｃ：計画どおり実施されな
用経費については､抑制す なお、保険通知等の事務の かった
る。 改善に資するため、パソコ

ン作成による保険通知等の □( )イ．パソコン作成による2
受入れを可能にするための 保険通知等の受入れを可能
システムを開発し､ 年度 にするためのシステムの開15
内の稼動を目指す。 発及び 年度内の稼動15

Ａ：システムを稼働した
Ｃ：システムを稼働しなか
った

( ) 林業信用保証業務にお □( ) 林業信用保証業務のシ3 3
いては、新たな信用格付け ステムの構築
システムの導入､保証･債権 Ａ：計画どおり実施された
管理情報のデータベースの Ｂ：概ね計画どおり実施さ
整備､自己資産査定システ れた
ムの導入など､統合的な経 Ｃ：計画どおり実施されな
営管理ができるシステムの かった
構築を図る。

( ) 漁業信用保険業務にお □( ) 漁業信用保険業務にお4 4
いては、事故率等を分析す ける事故率等を分析するた
るためのシステムの構築に めのシステムの構築の検討
向けた検討を開始する。 Ａ：検討を開始した

Ｃ：検討を開始しなかった

( ) 農業災害補償関係業務 □( ) 農業災害補償関係業務5 5
においては､農業共済団体 における農業共済団体等の
等の財務等調査システムを 財務等調査システムの運用



運用・改良し、集計処理の ・改良
効率化を図る。 Ａ：達成された

Ｃ：達成されなかった

第３ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供する 第２ 国民に対して提供する ◎第２ 国民に対して提供す
るサービスその他の業務 サービスその他の業務の質 サービスその他の業務の質 るサービスその他の業務の
の質の向上に関する事項 の向上に関する目標を達成 の向上に関する目標を達成 質の向上に関する目標を達
信用基金は、利用者の するためとるべき措置 するためとるべき措置 成するためとるべき措置

ニーズに的確に対応した
質の高いサービスを提供
するため、国民一般の理
解が得られるよう留意し
つつ、以下の点を踏まえ
て業務運営を行うものと
する。

１ 事務処理の迅速化 １ 事務処理の迅速化 １ 事務処理の迅速化 ○１ 事務処理の迅速化
利用者の手続面での負 利用者の手続面での負担 利用者の手続面での負担

担の軽減を図るため、 及び事務コストの軽減を図 等の軽減を図るため、各種
るため、以下の措置を講じ システム開発に併せて事務
て､事務処理の迅速化を実 処理方法を改善するなど、
現する。 以下の措置を講じることに

より、事務処理の迅速化を
実現する。

① 保険引受審査・保険 ( ) 保険引受、保険金支払 ( ) 保険引受、保険金支払 □( ) 保険引受等の業務内容1 1 1
金支払審査、納付回収金 審査、納付回収金の受納、 審査、納付回収金の受納、 に応じた標準処理期間内の
の受納、貸付審査等の業 貸付審査等の業務内容に応 貸付審査等の業務内容に応 事務処理の達成度合(案件割
務内容に応じ、利用者の じ、利用者の利便性の向上 じ、以下のとおり標準処理 合)
利便性の向上に資する観 に資する観点から、以下の 期間を設け、平成 年度 Ａ： ％以上であった15 100
点から、標準処理期間を とおり標準処理期間を設け 下期においては､その期間 Ｂ： ％以上 ％未満で70 100
設け、その期間内に案件 、その期間内に案件の８割 内に案件の７割以上を処理 あった
の８割以上を処理する 以上を処理する。 する。 Ｃ： ％未満であった70

ア 保険通知の処理・保険 ア 保険通知の処理・保険 （注）農業短期資金について
料徴収 料徴収 は、借入申込の締切日まで
月次処理（月次処理） 月次処理 に申し込まれた案件につい

イ 保険金支払審査 イ 保険金支払審査 て、決められた貸付実行日
日（ 日） 日 に処理されているか否を判27 30 27

ウ 納付回収金の受納 ウ 納付回収金の受納 定するものとする。
月次処理（月次処理） 月次処理

エ 保証審査 エ 保証審査
７日（８日） ７日

オ 代位弁済 オ 代位弁済
日（ 日） 日150 180 150

カ 貸付審査 カ 貸付審査



農業長期資金 農業長期資金
償還日と同日付貸付 償還日と同日付貸付
（ ）償還日と同日付貸付
農業短期資金 農業短期資金
月３回（５のつく日） 月３回（５のつく日）
（ （ ））月３回 ５のつく日
農業災害補償 農業災害補償
４日（５日） ４日

林業 林業
３日（４日） ３日

漁業長期資金 漁業長期資金
償還日と同日付貸付 償還日と同日付貸付
（ ）償還日と同日付貸付
漁業短期資金 漁業短期資金

日（ 日） 日10 30 10
漁業災害補償 漁業災害補償
４日（５日） ４日

※（ ）内は、実績値

② 基金協会等関係機関 ( ) 基金協会等関係機関と ( ) 農業信用保険業務にお □( ) 農業信用保険業務にお2 2 2
との間で 保険引受審査 の間で、保険引受、保険金 いて、大口保険引受につい ける大口保険引受について、 、
保険金支払審査等に係る 支払審査等に係る情報の共 ての事前打合せの強化に向 の基金協会との意見調整及
情報の共有、意見調整を 有 意見調整を着実に行う けて、基金協会と意見調整 び代位弁済前の基金協会と、 。
着実に行う を実施する。また、大口保 の事前協議の徹底

険金請求案件について､代 Ａ：事前協議は十分に実施
位弁済前の基金協会との事 した
前協議を徹底する。 Ｂ：事前協議はやや不十分

であった
Ｃ：事前協議は不十分であ
った

( ) 漁業信用保険業務にお □( ) 漁業信用保険業務にお3 3
いて、大口保証引受につい ける大口保証引受について
ての事前打合せの対象範囲 の事前打合せの対象範囲の
を拡大する。また、基金協 拡大及び基金協会との求償
会と求償権に関する情報の 権に関する情報の共有化
共有化を図る。 Ａ：達成された

Ｂ：概ね達成された
Ｃ：達成されなかった

③ 専決権限の弾力化を ( ) 専決権限の弾力化、意 ( ) 事務処理の迅速化につ □( ) 専決権限及び稟議決裁3 4 4
行う 思決定や業務処理の方法の ながるよう､専決権限及び 方法の見直し

見直しを行う。 稟議決裁方法の見直しを行 Ａ：実施した
う。 Ｃ：実施しなかった

等により、事務処理の迅



速化を図る。

２ 利用者に対する積極的 ２ 利用者に対する積極的な ２ 利用者に対する積極的な ○２ 利用者に対する積極的
な情報提供及び利用者の 情報提供及び利用者の意見 情報提供及び利用者の意見 な情報提供及び利用者の意
意見の反映 の反映 の反映 見の反映

ホームページでの情報 ( ) ホームページでの情報 ( ) 効率的な情報提供媒体 □( )ア．ホームページでの情1 1 1
提供を行うこと等により 提供を行うこと等により、 であるホームページをより 報提供の充実、
利用者に対して業務の紹 利用者に対して業務の紹介 充実したものとし､利用者 Ａ：実施した
介を分かりやすく行う。 を分かりやすく行う。ホー や国民一般に対し農林漁業 Ｃ：実施しなかった
ホームページで提供する ムページで提供する情報に の制度金融や信用基金の業
情報については、更新に ついては、更新に要する期 務の紹介を分かりやすく行 □( )イ．ホームページの更新1
要する期間を１週間以内 間を１週間以内とし、情報 う。ホームページで提供す に要する期間を１週間以内
とし、情報提供の迅速化 提供の迅速化を図る また る情報については､更新に とし、情報提供を迅速化。 、
を図る。 中期計画期間中毎年度平均 要する期間を１週間以内と Ａ：実施した

で 件以上のアクセス し、情報提供の迅速化を図 Ｃ：実施しなかった6,000
件数となるようにする。 る。

15 1 3,00これらの結果として、 □( )ウ．アクセス件数が
3,000 0 6,000年度下期においては 件（２年度目以降は

） 。件以上のアクセス件数とな 件 以上となるようにする
100るようにする。 Ａ：目標の達成度合が

％以上であった
Ｂ：目標の達成度合が ％70

以上 ％未満であっ100
た

Ｃ：目標の達成度合が ％70
未満であった

( ) 林業信用保証業務の利 □( ) 林業信用保証業務の利2 2
用者向け解説書を利用者の 用者向け解説書の見直し
立場にたって利用しやすい Ａ：実施した
ものに見直す。 Ｃ：実施しなかった

( ) 漁業信用基金協会との □( ) 漁業信用基金協会との3 3
ネットワーク化により､保 ネットワーク化による保険
険引受･回収関係の情報を 引受･回収関係情報の月例提
月例で提供する。 供

Ａ：実施した
Ｃ：実施しなかった

( ) 農業災害補償関係業務 □( ) 農業災害補償関係業務4 4
については､農業共済団体 については､農業共済団体等
等を相手先とする を相手先とする イNOSAI NOSAI
イントラネットを活用し､ ントラネットの活用による
より具体的かつ詳細な情報 より具体的かつ詳細な情報



提供を行う。 提供
Ａ：実施した
Ｃ：実施しなかった

また、利用者の意見を ( ) アンケート調査等の実 ( ) ホームページ､広報誌等 □( )ア．アンケート調査等の2 5 5
定期的に聴取し、これを 施により、利用者の意見を を通じアンケート調査等を 実施
業務運営に反映させる。 定期的に聴取し、これを業 実施して、利用者の意見を Ａ：実施した

務運営に反映させる。 聴取する。また、こうして Ｃ：実施しなかった
集めた利用者の意見を的確
に業務運営に反映する仕組 □( )イ．アンケート調査等に5
みについて検討する。 より集めた利用者の意見を

的確に業務運営に反映する
仕組みの検討・反映
Ａ：計画どおり実施された
Ｂ：概ね計画どおり実施さ
れた

Ｃ：計画どおり実施されな
かった

３ 適切な保険料率・保証 ３ 適切な保険料率・保証料 ３ 適切な保険料率・保証料 ○３ 適切な保険料率・保証
料率・貸付金利の設定 率・貸付金利の設定 率・貸付金利の設定 料率・貸付金利の設定
保険料率・保証料率に ( ) 保険料率及び保証料率 ( ) 保険料率算定委員会を1 1

ついては、適正な業務運 については、農林漁業の特 新設し､事故率等保険料率 □( )ア．保険料率及び保証料1
営を行うことを前提とし 性を踏まえつつ、引受審査 の算定要素の動向について 率算定委員会の設置
て、農林漁業の特性を踏 能力の向上等により事故率 分析するなど保険料率の検 Ａ：実施した
まえつつ、リスクを勘案 が過大とならないよう適正 証方法の確立とそのシステ Ｃ：実施しなかった
した適切な水準に設定す な業務運営を行うことを前 ム化に向けた検討を行う。
る。 提として、リスクを勘案し □( )イ．保険料率の検証方法1

た水準に設定する。 の確立とそのシステム化に
① 保険料率及び保証料率 向けた検討
水準を随時点検し､必要に Ａ：達成された
応じ料率等の見直しを行う Ｂ：概ね達成された
。その際、以下の措置を講 Ｃ：達成されなかった
じる。
・保険料率及び保証料率算
定委員会を設置する。
・保険料率及び保証料率の
見直しをルール化する。

② 林業信用保証について ( ) 林業信用保証業務につ □( ) 林業信用保証業務につ2 2
は､利用者ごとのリスクの いては､以下のとおり､利用 いて､利用者ごとの財務状況
違いにも配慮した保証料率 者ごとの財務状況等リスク 等リスクの違いに配慮した
の導入を平成 年 月１ の違いにも配慮した保証料 保証料率の導入15 10
日に行う。 率を 年 月 日に導入 Ａ：導入した15 10 1

する。 Ｃ：導入しなかった



現状 改定後
推進資金 ％ リスク0.65

により
0.65/
0.72

0.68/ 0.65/一般資金
0.73 0.73/

0.93/
1.13

③ 信用基金職員及び基金 ( ) 基金協会職員向けに保 □( ) 基金協会職員向けの保3 3
協会向けの保証審査・求償 証審査に係る研修会を開催 証審査に係る研修会の開催
権管理回収に係る研修会を する。 Ａ：開催された
開催する。 Ｃ：開催されなかった

④ 研修等による信用基金 ( ) 研修等による信用基金 □( ) 信用基金の相談機能の4 4
職員の資質の向上、現地協 職員の資質の向上､現地協 強化
議の推進等により、信用基 議の推進等により､信用基 Ａ：取り組みは十分であっ
金の相談機能を強化する。 金の相談機能を強化する。 た

Ｂ：取り組みはやや不十分
であった

Ｃ：取り組みは不十分であ
った

また、貸付金利につい ( ) 貸付金利については、 ( ) 貸付金利については、2 5
ては、貸付目的､市中金利 貸付目的､ 市中金利等を考 以下のとおり､貸付目的､
等を考慮した適切な水準 慮した適切な水準に設定す 市中金利との兼ね合い等を
に設定する。 る。 考慮した適切な水準に設定

する。
① 農業信用保険業務及び □( )ア．農業信用保険業務及5
漁業信用保険業務における び漁業信用保険業務におけ
貸付金利は､日本銀行が作 る貸付金利の適切な設定
成する｢預金種類別店頭表 Ａ：適切に設定された
示金利の平均年利率等につ Ｃ：適切に設定されなかっ
いて｣における預入期間ご た
との利率のうち､貸付期間
に対応するものに を乗1/2
じて得た率とする。

② 林業信用保証業務にお □( )イ．林業信用保証業務に5
ける貸付金利は､日本銀行 おける貸付金利の適切な設
が作成する｢預金種類別店 定
頭表示金利の平均年利率等 Ａ：適切に設定された
について｣における預入期 Ｃ：適切に設定されなかっ
間が１年の利率が１％未満 た



、 。のときは 当該利率とする

③ 農業災害補償関係業務 □( )ウ．農業災害補償関係業5
及び漁業災害補償関係業務 務及び漁業災害補償関係業
における貸付金利は、短期 務における貸付金利の適切
プライムレートを基準とし な設定
た率とする。 Ａ：適切に設定された

Ｃ：適切に設定されなかっ
た

第４ 財務内容の改善に関 第３ 予算、収支計画及び資 第３ 予算、収支計画及び資 ◎第３ 予算（人件費の見積
する事項 金計画 金計画 りを含む 、収支計画及び。）
信用基金が行う業務は 【別紙】 【別紙】 資金計画、
我が国農林漁業の健全な
発展を図るという政策的
な見地から、継続的に実
施されることが必要な業
務であるため、健全な財
務内容の確保が必要不可
欠である。

、 、このため 信用基金は
以下の点を踏まえて業務
運営を行うものとする。

○１ 経費（業務経費及び一
般管理費）節減に係る取組
（支出の削減についての具
体的方針及び実績等）
Ａ：計画どおり実施された
Ｂ：概ね計画どおり実施さ
れた

Ｃ：計画どおり実施されな
かった

※なお、本指標の評価にあ
っては、中期計画に定める
「業務運営の効率化による
経費の抑制」の評価結果に
十分配慮するものとする。

○２ 法人運営における資金
の配分状況
（運営費交付金の配分）
Ａ：効果的な資金の配分は
十分であった

Ｂ：効果的な資金の配分は



やや不十分であった
Ｃ：効果的な資金の配分は
不十分であった

１ 業務収支の均衡 ○３ 業務収支の均衡
適切な保険料率・保証 「特殊法人等整理合理

料率・貸付金利の設定の 化計画 （平成 年 月」 13 12
ほか、次の①から③の定 日閣議決定）おける収19
めるところにより、業務 支改善に関する指摘に鑑
収支の均衡（経常損益ベ み、業務収支に関する目

。ース）を達成する。 標を設定することとする
① 中期目標期間中に保

． 、証契約・保険契約を締結 □( )ア 林業信用保証業務は1
した案件については、信 代位弁済率を ％以下と2.98
用基金が保証契約の当事 する。
者となる林業信用保証業 Ａ：設定した目標の達成度
務においては、引受審査 合が ％以上であっ100
能力の向上等によりその た
代位弁済率を ％以下 Ｂ：設定した目標の達成度2.98
とし、また、基金協会の 合が ％以上 ％未70 100
代位弁済が保険事故とな 満であった
る農業信用保険業務及び Ｃ：設定した目標の達成度
漁業信用保険業務におい 合が ％未満であった70
ては、基金協会の引受審

． 、査能力の向上に資する連 □( )イ 農業信用保険業務は1
携強化等により、農業信 事故率を ％以下とする0.13
用保険業務にあってはそ 。
の事故率を ％以下、 Ａ：設定した目標の達成度0.13
漁業信用保険業務にあっ 合が ％以上であっ100
てはその事故率を ％ た1.15
以下とする。この場合、 Ｂ：設定した目標の達成度
代位弁済率・事故率は、 合が ％以上 ％未70 100
経済情勢、国際環境の変 満であった
化、災害の発生等外的要 Ｃ：設定した目標の達成度
因により影響を受けるこ 合が ％未満であった70
とについて配慮する。

． 、□( )ウ 漁業信用保険業務は1
事故率を ％以下とする1.15
。
Ａ：設定した目標の達成度
合が ％以上であっ100
た

Ｂ：設定した目標の達成度
合が ％以上 ％未70 100
満であった



Ｃ：設定した目標の達成度
合が ％未満であった70

（注）代位弁済率、事故率
の評価は、中期目標期間の
終了時に判定するものとす
る。
なお、この場合、代位弁

、 、済率・事故率は 経済情勢
国際環境の変化、災害の発
生等外的要因により影響を
受けることについて配慮す
るものとする。

② 基金協会、債権回収 □( )ア．求償権の管理・回収2
業者（サービサー）等と を強化し、回収実績を向上
の連携等による求償権の させる。
管理・回収を強化し、回 Ａ：設定した目標が達成さ
収実績を向上させるとと れた
もに、保険料・保証料・ Ｂ：設定した目標が概ね達
貸付金利息を確実に徴収 成された
する。 Ｃ：設定した目標が達成さ

れなかった

□( )イ．保険料・保証料・貸2
。付金利息を確実に徴収する

Ａ：設定した目標が達成さ
れた

Ｂ：設定した目標が概ね達
成された

Ｃ：設定した目標が達成さ
れなかった

③ 共済団体等に対する □( )ウ．共済団体等に対する2
貸付けについては、引き 貸付けの回収は、確実に徴
続き適正な審査を行うと 収する
ともに、その回収につい Ａ：設定した目標が達成さ
ては、確実に徴収するも れた
のとする。 Ｂ：設定した目標が概ね達

成された
Ｃ：設定した目標が達成さ
れなかった

２ 責任準備金の計上 □( ) 責任準備金の適切な計3
保証・保険に係る業務 上

については、適切な責任 Ａ：適切であった



準備金の計上を行う。 Ｃ：不適切であった

第５ その他業務運営に関 ◎第４ 長期借入金の条件
する重要事項
長期借入金の条件 ○ 市中の金利情勢等を考慮し
独立行政法人農林漁業 、極力有利な条件での借入

信用基金法(平成 年法 れを図る。14
律第 号)第 条第１ Ａ：実施した128 17
項（漁業災害補償法(昭和 Ｃ：実施しなかった
39 158 196年法律第 号)第
条の 第１項又は林業経11
営基盤の強化等の促進の
ための資金の融通等に関

54する暫定措置法(昭和
年法律第 号)第７条の51
規定により読み替えて適
用する場合を含む ）の規。
定に基づき、信用基金が
長期借入金をするに当た
っては、市中の金利情勢
等を考慮し、極力有利な
条件での借入れを図る。

第４ 短期借入金の限度額
２，９７５億円

第５ 重要な財産の譲渡等の 第４ 重要な財産の譲渡等の ◎第５ 重要な財産の譲渡等
計画 計画 の計画
事務所の統合に伴い、一 一番町事務所（全国農業 ○ 一番町事務所の譲渡の計
番町事務所（全国農業共済 共済会館６階）の譲渡に向 画的実施
会館６階）の譲渡を計画的 けて譲渡予定価格及び譲渡 Ａ：順調に進んでいる
に行う。 先の選定方法について検討 Ｂ：概ね順調に進んでいる

を行う。 Ｃ：不十分
当該評価を下すに至った

経緯、中期目標や中期計画
に記載されている事項以外
の業績等特筆すべき事項を
併せて記載する。

第６ 剰余金の使途 ◎第６ 剰余金の使途
農林漁業金融のセーフ ○ 当該事業年度に係る剰余

ティ・ネット機関として 金の使途について、中期計
の役割の向上のため、 画に定めた使途に充てた結
・金融業務に精通した人 果、当該事業年度に得られ
材の育成・研修 た成果



・政策金融の進展に適合 Ａ：得られた成果は十分で
する各種システムの開 あった
発 Ｂ：得られた成果はやや不

・債権管理強化のため連 十分であった
携する県単位機関等の Ｃ：得られた成果は不十分
能力の向上 であった

の使途に使用 当該評価を下すに至った
経緯、中期目標や中 期計画
に記載されている事項以外
の業績等特筆すべき事項を
併せて記載する （ただし、。
中期計画に定めた剰余金の
使途に充てた年度のみ評価
を行う ）。

第７ 施設及び設備に関する 第５ 施設及び設備に関する ◎第７ 施設及び設備に関す
計画 計画 る計画
４分野に分かれている事 ４分野に分かれている事 ○ 事務所統合の計画的実施
務所の統合を計画的に行う 務所を平成 年度後半に Ａ：順調に進んでいる16
。 統合することができるよう Ｂ：概ね順調に進んでいる

、統合場所の選定等所要の Ｃ：不十分
準備を行う。 当該評価を下すに至った

経緯、中期目標や中期計画
に記載されている事項以外
の業績等特筆すべき事項を
併せて記載する。

第８ 人事に関する計画 第６ 人事に関する計画 ◎第８ 人事に関する計画
職員の人事に関する計画

（人員及び人件費の効率化
に関する目標を含む ）。

( ) 方針1
農林漁業金融をめぐる情
勢の変化に即応して、信用
基金の業務の円滑な実施を
担うことができる人材を確
保するため、職員に対する
各種研修を効果的に実施し
ていくとともに、高度な専
門知識を有する職員を採用
する。
また、管理部門の業務の
効率化を図ること等により
、業務の質や量に対応した



適切な人員配置を実現する

( ) 人員に係る指標 ○１ 人員に関する指標2
① 認可法人の時と比べて Ａ：計画どおりに実施され
管理部門の常勤職員数を削 た
減する。 Ｂ：概ね計画どおりに実施
② 期末の常勤職員数は期 された
初を上回らないものとする Ｃ：計画どおりに実施でき
。 なかった
(参考 )1
期初の常勤職員数

名130
期末の常勤職員数の見
込み 名123
（前倒分と合わせて１０
名の減）

(参考 )2
中期目標期間中の人件
費総額見込み７５億円。
ただし、上記の額は、
役員給与、職員給与、嘱
託手当、社会保険料負担
金及び退職給与引当金繰
入に相当する範囲の費用
である。

( ) 人材の確保及び養成に ○２ 人材の確保及び養成に3
関する計画 関する計画

① 人材の確保 ( ) 人材の確保 □( ) 金融、保険業務等の分1 1
金融、保険業務等の分野 ホームページ等を通じて 野において高度な専門性を
において高度な専門性を有 、信用基金の政策的役割等 有する民間企業等の人材の
する民間企業等の人材を採 を積極的にアピールするこ 確保
用する。また、４分野の事 と等により、幅広い分野か Ａ：計画どおりに実施され
務所統合にあわせ、適切な ら人材を採用し、金融、保 た
人事管理の構築等を通じた 険業務等の分野において高 Ｂ：概ね計画どおりに実施
魅力ある就業環境の形成に 度な専門性を有する民間企 された
より、人材の確保を行う。 業等の人材の確保を図る。 Ｃ：計画どおりに実施でき

なかった

② 人材の養成 ( ) 人材の養成 □( )ア．個々の職員の専門性2 2
個々の職員の専門性の育 個々の職員の専門性の育 の育成に配慮した人事管理
成に配慮した人事管理を行 成に配慮した人事管理を行 Ａ：計画どおりに実施され
うとともに、職員に対する うとともに、部署･階層別 た
研修制度の充実等により、 のほか､専門性の高い業務 Ｂ：概ね計画どおりに実施



民間企業等から採用 交流 に関する研修を充実するな された（ ）
した人材の専門的な知見を ど､職員に対する研修制度 Ｃ：計画どおりに実施でき
速やかに共有させ、専門性 を充実する。 なかった
の高い人材の早期育成を図
る。 □( )イ．職員に対する研修制2

度の充実
Ａ：計画どおりに実施され
た

Ｂ：概ね計画どおりに実施
された

Ｃ：計画どおりに実施でき
なかった


