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独立行政法人評価有識者会議 

農林漁業信用基金部会 

 

日時：平成２８年７月１２日（火）  

                                             会場：農林水産省第２特別会議室 

時間：１５：００～１７：０４     

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

（１）独立行政法人農林漁業信用基金の平成２７年度に係る業務の実績に関する評価結果

（案）について 

  ・評価結果（案）について報告 

  ・質疑応答 

（２）その他 

３．閉  会 
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午後３時００分 開会 

○竹内課長補佐 それでは、定刻になりましたので始めさせていただきたいと思います。座っ

て失礼させていただきます。 

 ただいまから独立行政法人評価有識者会議農林漁業信用基金部会を開催したいと思います。 

 本日は、委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、また暑い中ご出席をいただきまし

て、ありがとうございます。私、事務局を担当しております経営局金融調整課の竹内と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 ご案内のとおり、独立行政法人の業務実績の評価につきましては主務大臣が評価をするとい

うことになっておりまして、そのための評価に当たりまして、評価の実効性を確保するという

意味で外部有識者の意見を活用するということになっておりますので、本日皆様にお集まりい

ただきました。 

 委員の皆様におかれましては、昨年もご出席いただき、たくさんの意見をいただきましたが、

本日もよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、まず初めに、ご意見をいただく４名の委員の皆様のご紹介をさせていただきたい

と思います。 

 順番にご紹介させていただきますが、千年委員でございます。よろしくお願いいたします。 

○千年委員 千年です。よろしくお願いします。 

○竹内課長補佐 服部委員でございます。よろしくお願いいたします。 

○服部委員 服部です。よろしくお願いします。 

○竹内課長補佐 関委員でございます。よろしくお願いいたします。 

○関委員 関です。よろしくお願いします。 

○竹内課長補佐 高田委員でございます。よろしくお願いいたします。 

○高田委員 よろしくお願いします。 

○竹内課長補佐 委員の皆様のほか、当方の出席者につきましては人数が多いものですから省

略させていただきますけれども、名簿を見ていただくとわかると思いますが、農林水産省の農

業・林業・漁業各業務の担当者、そして農林漁業信用基金の主務大臣である財務省大臣官房政

策金融課の担当補佐、そして農林漁業信用基金の髙野総括理事及び各担当者に来ていただいて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 それで、まず議事の進行についてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、私のほうから評価基準等を説明させていただきまして、各業務の担当から資料１、資
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料２、Ａ３とＡ４の評価書案に基づいて資料を説明させていただきたいと思っています。 

 内容につきましては、評価項目に沿って27年度の業務実績、主務大臣の評定、その評価に至

った理由、業務運営上の課題等について説明した上で総合的な評定の説明を行いまして、最後

に委員の皆様から意見をいただくというような形式をとっていきたいと思っております。 

 では、よろしくお願いします。 

 まず評価基準についてですけれども、参考資料１がございます。総務大臣決定の「独立行政

法人の評価に関する指針」がありまして、ページで言うと７ページに当たるんですが、７ペー

ジの下のほうに「項目別評定及び総合評定の方法、評定区分」がありまして、「年度評価」が

今回の評価に当たります。もう一枚めくっていただきますと「評定区分」がありまして、昨年

も同じですけれども、「原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行

うものとする」となっております。 

 そして、基本的に「「Ｂ」を標準とする」となっておりまして、Ｂにつきましては中期計画

における所期の目標を達成していると認められるかどうかということについて判断するという

ことで、定量的な場合は100％から120％というようなことになっていますが、所期の目標を上

回る成果を得られる場合は「Ａ」ということで、所期の目標を下回っている、改善を要する場

合は「Ｃ」ということになっております。したがいまして、信用基金における項目別評定の評

価基準も「Ｂ」が標準ということになっております。 

 総合評定につきましては、それぞれの項目を中項目、大項目と点数化した上で総合的に行う

という形の方式をとっておりますので、そういった方式で昨年と同様に行うことになっており

ます。 

 以上が評価の方法になります。 

 それでは、各項目別の資料について私から説明させていただきたいと思います。 

 それでは、Ａ３の資料１と、資料２の評価案を並べて見ていただきたいと思っております。 

 評価書案を見ていただくと、最初に総合評定等が書いてありますけれども、１枚めくってい

ただくと、２ページに過去の評定のＡ、Ｂというのが載っておりまして、１ページから順番に

評定が行われている形になっております。 

 それでは、Ａ４の資料１を開いていただきまして、事業の評価目標、業務実績、評定、評価

に至った理由、業務上の課題等についてご説明させていただきたいと思います。 

 １つ目は、「事業の効率化」という項目の中に幾つか項目がございまして、（１）が「事業

費の削減割合」ということで、24年度比５％以上削減という目標になっています。 
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 実績につきましては、27年度事業費総額69億1,900万円。削減率にしますと、56.3％になっ

ております。これにつきましては、定量的に見ますと目標を達成しているということで、年度

ごとの削減率については大幅に上回っておりますけれども、これには保証・保険の引受残高の

減少の影響もありますので、そういうことも踏まえて「Ｂ」という評価になっております。 

 （２）から（４）まで、「事業費の削減に向けての取組」ということで、農業保険業務から

漁業保険業務までございまして、引受審査の厳格化、金融機関に関するモラルハザード対策の

実施ということで、基本的には第３の項目の財務内容の改善にも重複するような項目がござい

ますけれども、引受審査の厳格化とかモラルハザード対策の取り組みについて、例えば農業で

あれば、大口保険引受案件や大口保険金請求案件に係る事前協議、モラルハザード対策に取り

組んでいるということで、「Ｂ」評価ということになります。 

 林業におきましても、同じように債務保証審査協議会の付議を行っております。 

 漁業につきましては、特別出資制度の活用や事故率の高いものについては年度当初から契約

せず、必要に応じて契約するという方式で厳格化を行っておりますので、「Ｂ」という評価に

なっております。 

 （５）は、「共済団体等に対し、民間金融機関からの融資を受けるように促すための取組」

ということで、信用基金から融資をする仕組みですけれども、緊急性があるかということで調

書を徴求して確認した上で対応しているということで、「Ｂ」という評価になっております。 

 （６）は、「林業寄託業務の見直し」ということで、寄託原資については、新たな長期借入

金や政府出資金によらないで寄託原資の償還金において対応するということにしておりますの

で、着実に行われているということで、「Ｂ」という評価になっております。 

 続きまして２ページでございます。 

 ２ページに該当する評価書案は15ページに飛びますけれども、「農業信用保険業務及び漁業

信用保険業務における「民でできることは民で」の検討」ということで、農業においては農業

信用保証保険業務あり方検討会を開催しまして、中身について審議が行われ、引き続き民間保

証との役割分担を図りながら対応していくという検討が行われていますので、着実な取り組み

が行われているということで「Ｂ」。 

 漁業につきましても、あり方検討会を開催して、今後とも漁業経営の動向に注視しつつ、収

支の状況を精査し、状況を踏まえた対応が必要だという認識になったという検討を行っており

ますので、評定としては「Ｂ」になっております。 

 続きまして、２の「信用リスクに応じた保証・保険料率の開始及び信用リスク評価の精微な
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計測に向けた検討」ということで、農業信用保険業務が該当します。評価書案では17ページに

なります。 

 27年４月より借入者の信用リスクに応じた保険料率を導入いたしまして、信用リスクに応じ

た保険料率を適用するシステムを導入したことと、それに向けたデータベース化のためのコン

サルを受けて検討を行っておりますので、中期目標計画の達成に向けた取り組みが行われてい

るということで、「Ｂ」にしております。 

 次の項目につきましては、「業務運営体制の効率化」ということで、１つ目が「組織体制・

人員配置の見直し」ということで、評価書案では19ページになります。 

 中期計画期末の常勤職員見込みを113名と見込んで、27年度は５名採用。必要な人員を確保

するということで対応を行っているということで、「Ｂ」にしております。 

 続きまして、「研修の効果的な実施」ということで、右の表のとおり「養成研修」「能力開

発研修」に取り組んでおりまして、計画的な研修に取り組んでいるということで、評定を

「Ｂ」にしております。 

 ４番目は、「経費支出の抑制」ということで、評価書案では22ページになります。 

 （１）は、「支出の要否を検討し、一般管理費を24年度比で15％以上の削減」ということで、

27年度支出実績については４億8,900万円。24年度予算対比で16％の削減となっていまして、

削減計画、削減率が年度計画を上回る削減ということで、所期の目標どおりというような形に

なろうかと思いますので、「Ｂ」という評定にしております。 

 １枚めくっていただきまして、（２）「業務の見直し及び効率化」という項目になります。

評価書案では24ページになります。 

 監査法人については、これまで毎年度ウェブサイトに掲載し、応募のあった者のうちから選

定をしてきたところですが、それについて見直しを行いまして、３年間の複数年度に改めまし

て、監査費用の削減に取り組んでいるということです。 

 無駄な支出の削減に向けた取り組み目標を設定して、業務実施の方法の見直しや経費の抑制

に取り組んでいるということで、「Ｂ」という評定にしております。 

 （３）は、「政府の総人件費削減の取組を踏まえた適切な対応」ということで、55歳以上の

職員については、26年１月から昇給を抑制しており、評定については「Ｂ」としております。 

 （４）は、「ラスパイレス指数を中期目標期間中は100を上回らない水準とする」というこ

とで、27年度のラスパイレス指数については97.3ということで、評価については「Ｂ」にして

おります。 
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 続きまして、５番目の「業務実施体制の強化」という項目ですけれども、「内部監査の充

実」ということで、評価書案では29ページになります。 

 27年度の内部監査の取り組みについては、監査についてチェックリストの検討・見直しを行

うとともに内部監査を実施ということで、項目によっては事前通知を行わないで実施すること

で実効性を高めるという取り組みを行っております。 

 そのほかフォローアップなども行われているということで、評価としては「Ｂ」にしており

ます。 

 （２）は、「役員会を設置」ということで、31ページになりますが、改正独立行政法人通則

法を踏まえまして役員会を設置。それに伴いまして、役員の分掌に関する規程の整備を行いま

して、役員会は毎月開催のほか臨時会も含めて14回、定期的に開催したということで、「Ｂ」

という評価になっております。 

 （３）は、「内部統制委員会の設置及びモニタリングを実施」ということで、同じく改正独

立行政法人通則法を踏まえまして、内部統制の推進の規程を整備しまして、内部統制に係る取

り組みの審議のために理事長をトップとする内部統制委員会を設置し、年４回審議し、モニタ

リングも実施したということで、これについても着実に取り組みが行われているということで、

「Ｂ」という評価になっております。 

 （４）は、「外部有識者の専門的知見を活用したコンプライアンスの推進に向けた取組並び

に取組状況のチェック及びフォロー」ということで、コンプラホットラインを使いまして、提

案を受け付けたり、業務改善委員会において審議をされたということ、さらに４月の採用者研

修などでコンプライアンスと情報セキュリティ研修を行っております。こういった取り組みを

行っているということで、「Ｂ」という評価になっております。 

 （５）は、「リスク管理委員会を設置し統合的なリスク管理を的確に実施」です。独立行政

法人改革等に関する基本的な方針、25年12月24日の閣議決定を受けまして、リスク管理に関す

る規程、外部有識者を含むリスク管理委員会の設置を行っております。それにあわせて、試行

期間ではありますがリスクを計量化し統合的なリスク管理を開始したところです。 

 リスク管理委員会については、27年４月、７月、28年２月に開催し、統合的なリスク管理に

取り組んでいるということで、「Ｂ」という評価になっております。 

 １枚めくっていただきまして（６）ですが、評価書案では40ページになります。 

 「事務リスク自主点検等の実施及び業務改善への反映」ということで、９月に点検実施計画

をもとに各部署において事務リスク点検を実施。また、27年度に８件の報告がありまして、そ
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れについて業務改善委員会や内部統制委員会において、事故の概要、対応状況、再発防止策に

ついて報告を行い、そして、こうした自主点検の実施計画については役職員に通知し11月には

業務改善委員会を開催して、事務リスクの防止策等の改善策の検討・審議を行っているという

ことで、「Ｂ」という評価になっております。 

 （７）は、「目標管理の導入による適切な人事評価、業績及び勤務成績等の給与・退職金等

への一層の反映」ということで、目標管理の導入による人事評価制度については24年４月から

実施し、その実施規程に基づきまして人事評価を着実に実施しているということで、「Ｂ」と

いう評価になっております。 

 （８）の「評価・分析の実施」については、25年度から実施時期を３回から４回に変更して

おります。26年度の自己評価並びに主務省からの課題・改善事項を踏まえた対応が図られるよ

うに中期計画や年度計画の進捗管理を行ったということで、これについては役員会にも報告さ

れているということで、評価については「Ｂ」にしております。 

 （９）は、46ページになります。「情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化

の取り組み」ということで、政府機関統一の対策や指針というものがございますので、そうい

うものに対応するために27年11月にウェブサイト管理・運用規程の改正やメール取扱規程の制

定ということを行っていますし、27年12月には個人情報取扱規程や情報セキュリティ規程の改

正を行っております。こうしたことを通じて情報セキュリティに対する対策を講じているとい

うことで、評価については「Ｂ」という評価になっております。 

 ６番目は「業務運営の効率化等を踏まえた情報システムの整備」ということで、評価書案で

は49ページになります。 

 27年度中に予定する各情報システムの改修計画を内容とする情報システム整備計画について

は、27年５月に委員会で審議を行い、６月に改正を行っており、こうした適切な改正を行って

いるということで、評価は「Ｂ」にしております。 

 １枚めくっていただきまして、７番、「調達方式の適正化」ということで、評価書案では52

ページになります。 

 「調達等合理化計画に基づく一般競争入札等の着実な実施」ということで、27年７月に27年

度独立行政法人農林漁業信用基金調達等合理化計画を制定しています。これは独立行政法人に

ついては調達等合理化計画をつくることになっていますので、各法人が取り組んでいる中で信

用基金においても取り組んでいるところです。27年度に締結した契約は15件で、一般競争入札

が14件、随意契約１件。随意契約については林業の情報系のシステムということで契約審査会
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に諮ったということで、一般競争入札に着実に取り組んでおりますし、１者応札の解消に向け

た取り組みも行っているということで、評定としては「Ｂ」にしております。 

 （２）は、「契約監視委員会において事後点検及び契約審査委員会の活用等による適正な契

約の実施」ということで、契約監視委員会については27年７月に開催して、審議をされている

こと。また、契約審査会を28年２月に開催して、随意契約の１件の妥当性について審議してい

るということで、契約審査委員会で手続に関する適正化は図れているということで、「Ｂ」に

しております。 

 （３）は、「取組状況の公表」ということで、契約情報の公表要領というのがございますの

で、このページの「公表する契約」という金額を超えるものについてはウェブサイトに公表と

いうことで、これについても適切に対応しているということで、「Ｂ」という評価になってお

ります。 

 （４）は、「監事及び会計監査人による監査の実施」ということで、監事による監査の実施

では、契約に関する文書については、監事監査規程第14条に基づいて、決裁文書を施行する前

に監事に回付ということ、契約の適切性については事前にチェックを受けるというようなこと

をされているということで、監事からの特段の指摘はなかったということです。 

 会計監査人による監査についても期中監査や理事長とのディスカッションが行われていると

いうことで、評価としては「Ｂ」にしております。 

 次の項目です。第２といたしまして、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する目標を達成するためにとるべき措置」ということで、評価書案では61ページ以降

になります。 

 「事務処理の迅速化」ということで、１つ目としては、「標準処理期間内における事務処理

の達成度」ということで、案件の85％以上の処理ということで、標準処理期間内の処理につい

ては85％以上が目標のところ、全ての項目で目標を達成しています。これは定量的に評価して、

全てに対応できているということで、「Ｂ」になっております。 

 （２）は、「保険引受や支払審査等について、関係機関との情報共有・意見交換」というこ

とで、農業・漁業において事前協議や現地協議を実施しております。 

 こういったものについては、基金協会が定める要綱の協議、それと事前の協議や現地協議を

実施しておりまして、これについて情報共有等も図られているということで、評価を「Ｂ」に

しております。 

 （３）は、「業務処理の方法の見直し」ということで、農業保険業務ですけれども、基金協
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会から信用基金への保険通知等に係るデータの授受をフロッピーディスク等でやっていたとい

うことですが、これについては事務負担の軽減やデータの紛失のリスクを避けるということで、

基金協会から信用基金サーバーへアップロードできるという仕組みを構築してプログラム改修

を行ったという取り組みを行っておりますので、これについても取り組みが行われているとい

うことで、「Ｂ」という評価になっております。 

 次のページが「情報の提供・開示」ということで、（１）として、評価書案では69ページに

なります。 

 １つ目が「ウェブサイトによる情報開示の充実を促進」ということで、ホームページについ

ては158回の更新。公表すべき事項については、１週間以内に公表、パンフレットや冊子を作

成して関係機関に配布するという取り組みを行うとともに、関係機関との情報交換も実施して

いるということで着実な取り組みが図られるということで、評定を「Ｂ」としております。 

 （２）は、「業務内容等に応じたセグメント情報の開示を徹底」ということで、27年９月に

勘定区分に応じた財務諸表を信用基金のウェブサイトに掲載しております。さらに一層の透明

性を確保するということで①、②、③というような取り組みを行っておりますので、適切な区

分に基づく情報開示を行っているということで、評定については「Ｂ」にしております。 

 （３）は、「利用者意見の業務運営への適切な反映、苦情への適切な対応」ということで、

業務共通的な話といたしましては、28年２月に信用基金法の改正に伴いまして、信用基金に重

要事項を審議する運営委員会が設置されております。委員については、主務大臣が任命してお

り、28年３月には第１回の運営委員会を開催しております。 

 農業については、10月に保証引受等基本動向調査、金融機関貸出等に関する基本動向調査を

実施。林業についてはアンケートの実施や林材業の業況動向調査を実施。漁業災害補償業務に

ついても、アンケート調査をしているということで、アンケートの調査や各種会議での意見交

換が行われているということで「Ｂ」という評価にしております。 

 （４）は「職員の勤務条件の公表」ですが、改正の都度、ウェブサイトで公表しており、最

新では28年３月に公表している。速やかに対応しているということで、「Ｂ」という評価にし

ております。 

 続きまして、第３、「財務内容の改善に関する事項」ですが、評価書案では79ページになり

ます。 

 （１）は、「適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定」ということで、（１）から

（３）は農業・林業・漁業保証保険業務になります。（１）が農業ですが、「保険料率算定委
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員会における保険料率水準の点検及び必要に応じた見直し」ということで、27年12月に保険料

率算定委員会を開催しております。その中で、20年７月に保険料率を改正しておりますので、

そのときの理論値を検証した結果、保険料率を変更することは適当でないという判断に達した

ということです。与信データのデータベース化にも取り組むということにしております。 

 これについては、こうした取り組みを行って検討を行っているということで、「Ｂ」になっ

ております。 

 （２）は、林業保証の関係ですけれども、「保証料率算定委員会における保証料率水準の点

検及び必要に応じた見直し」ということで、これにつきましても12月に保証料率算定委員会を

開催ということで、保証料率の改定時の考え方に即して妥当性を検討した結果、現行の保証料

率の体系・水準を維持するということが必要という判断に達したということで、こういった点

検、見直しの検討を行っているということで、「Ｂ」という評価になっております。 

 （３）は、漁業信用保険業務について、27年12月に漁業信用保険料率算定委員会を開催して、

保険料率の算定の理論値について検証を行って、現時点では引き上げることは適当でないとい

う判断に達したという検討を行っておりますので、評定としては「Ｂ」という評価になってお

ります。 

 続きまして（４）ですが、「業務収支の黒字化に向けた保証料収入の増」ということで、林

業保証ですけれども、24年度対比で1.6％増という目標になっています。 

 林野庁から、説明していただきます。 

○西村課長補佐 資料２の85ページになります。24年度対比で1.6％の増という達成目標にな

っていますが、27年度の保証料収入実績としては３億2,000万円で、年度計画に対する達成率

は72.7％という結果になっています。 

 業務実績のところにも書いていますが、26年度に比べ、保証の引受額そのものは増えた状況

ですが、全般的な傾向として、現在の社会状況の中で融資機関の低利率のプロパー融資が増え

たり、あるいは一般資金より保証料率を低く設定した新しいメニューが増えたこと、あるいは

事業者の格付の低位の者に対する保証が減って、結果的に保証料率が平均すると1.16％から

1.07％に下がったことなどもろもろの要因があり、結果的に保証料収入が減ったというような

状況です。 

 定量的に80％を割っていますので評価としては「Ｄ」になりますが、基金の自己評価として

は「Ｃ」で、主務省としても業務の実績及び内容を考慮し、「Ｃ」評価としたいと考えていま

す。課題としては、業務収支黒字化に向け、27年度回り切れなかったところを中心に現地に行
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き、事業者に対する指導等、あるいは金融機関から意見の聞き取りを行うなど、業務収支の黒

字化に向けた取り組みをもっと積極的にやっていく必要があると考えています。 

○竹内課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、（５）は、「適切な貸付金利の設定（農業・漁業信用保険業務）」ということ

で、これは基金協会に対して行う資金の貸し付けについてですけれども、貸付金利については、

日本銀行が「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について」というものを公表しておりま

すので、それの２分の１という利率で融資するという仕組みになっておりまして、これはこの

とおりやっているということで、「Ｂ」評定になっております。 

 （６）は、「適切な貸付金利の設定」、こちらは農業・漁業の災害補償関係業務の関係で、

共済団体に対して行う貸し付けですので、共済金の支払いのセーフティネット機能ということ

で行っておりますが、こちらは日本銀行公表の貸出約定平均金利を参考に設定しているところ

です。これは、市中の金利を考慮しているということで、「Ｂ」評定になっております。 

 ２の「引受審査の厳格化」という項目ですが、評価書案では92ページに飛びます。 

 １つ目として、「基金協会との事前協議の実施及び事前協議対象の拡大への取組」です。こ

れは、最初のほうの「事業の効率化」というところとも若干重複しますが、財務内容の改善と

いうことで厳格化を行っていくという趣旨で計画目標に入っているということです。 

 （１）は農業で、保証要綱の改定に係る協議とか、大口引受案件や大口保険金の支払請求案

件については事前協議を実施しており、そういった取り組みを行っているということで、事前

協議件数も増加しておりますので、計画の達成に向けて取り組んでいるということで、「Ｂ」

評定にしております。 

 （２）が漁業になりますが、同じように大口引受案件、大口保険金請求案件に係る事前協議

を実施ということで、こういった取り組みや事前協議を含めたモラルハザード対策の検証を行

っておりますので、評定については「Ｂ」という評定にしております。 

 （３）は、「保証審査や求償権管理回収に係る研修会の開催」になります。農業につきまし

ては、外部講師による保証審査実務担当者研修会を27年９月に実施しており、こういった取り

組みを行っております。林業におきましても外部講師による研修会を27年６月、27年８月に行

っております。また、漁業につきましては、外部講師による全国研修会を28年２月に漁業信用

基金中央会との共催で実施しており、参加者の満足度や研修のニーズが高いということです。

いろいろな取り組みをされているということで、評定については「Ｂ」としております。 

 １枚めくっていただきまして、「信用基金の相談機能の強化」ということで、評価書案では



12 

99ページになります。 

 農業・漁業においては現地協議や個別協議を実施。林業においては適宜相談窓口を設置とい

う取り組みを行っておりますので、評定については「Ｂ」にしております。 

 （５）は、「林業信用保証業務における審査の厳格化、債務保証先のフォローアップ」とい

うことで、全体件数で1,547件のうち、新規・増額案件や財務内容不良案件等420件については、

債務保証審査協議会で厳格な保証審査を行っています。 

 こうした中で、申込者の財務諸表の分析やヒアリング、又はバンクミーティングなどへの出

席や被保証者に経営の健全化に対する支援というのも行っているということで、評定について

は「Ｂ」にしております。 

 ３番目は、「モラルハザード対策」です。これについては評価書案の103ページになります。 

 （１）は、「モラルハザード防止対策の導入効果の検証及び部分保証等の拡充の検討」にな

ります。これにつきましては、農業・漁業保険で（１）、（２）に分かれております。農業に

ついては、27年12月あり方検討会でモラルハザード防止対策について検討を行っております。

漁業についても、27年12月にモラルハザードの検討を行っております。こうした検討の中で引

き続きモラルハザード対策を実施していくことと、その効果を踏まえつつ、引き続き検討して

いくことが必要であるということで、評定についてはいずれも「Ｂ」という評価になっており

ます。 

 （３）は、「林業保証業務について部分保証の拡充などの収支均衡に向けた取組」というこ

とで、新規・増額案件で部分保証が妥当と判断される案件や同額・減額案件でも財務内容の悪

化など部分保証へ移行させることが妥当な案件については、部分保証の拡充に取り組んでおり、

また、部分保証の仕組みが導入されている保証制度である木材安定供給保証や、素材生産推進

保証に取り組んでおります。こうした取り組みを踏まえて「Ｂ」という評価になっております。 

 ４番目の「求償権の管理・回収の強化等」です。（１）は、「回収金の実績及び回収実績向

上のための取組」です。農業ですが、これについては27年度の回収目標の33億9,900万円に対

して27年度の実績は26億3,700万円と、達成率は77.6％という結果になっておりまして、これ

は定量的に見ますと「Ｄ」に該当します。回収金の増加に向けた取り組みとしては、回収主体

の基金協会との協議や研修会の実施となりますが、回収につきましてはこれまで支払った保険

金の回収であるため、近年、保険金の支払いが少なかったこともあり、回収額は目標に達しま

せんでした。そういった事情があるにしても、目標を達成していないということで、「Ｃ」と

いう評価になっています。 
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 課題及び改善方策としては、28年度に大口求償債務者の現況及び今後の回収方針等の報告を

基金協会から受け、求償債務者の現況を把握するため大口求償権を有する基金協会や回収率が

低調な基金協会に対して現地協議を行うことにより、回収実績の向上に努めるというようなこ

とを取り組んでいくということが必要ではないかということがあります。 

 続きまして、（２）は林業保証業務です。「回収金の実績及び回収実績向上のための取組」、

こちらについても27年度の求償権回収目標３億5,000万円に対して、27年度の回収実績は１億

5,600万円。達成率は44.4％、50％を割っているところですが、27年度の求償権残高に対する

回収額については3.3％ということで、現中期計画の前の中期計画における同じような比率を

見ますと、平均3.6％の水準ということです。こうした水準もありますし、一方で回収実績の

向上のための取り組みも行っていること。催告書や担保処分の促進やサービサーへの業務委託

を進めているということも踏まえまして、「Ｃ」という評価になっております。 

 28年度は、非協力的な求償債務者がいらっしゃるようなので、そういったところの催告頻度

の増加やサービサーへの委託などについて積極的に取り組む必要があるということと、債務者

の事業収入による回収を促進するということで、個々の回収可能性について精査を行い、積極

的な折衝を行うというようなことを引き続き行う必要があるのではないかということでござい

ます。 

 次のページです。 

 （３）は、「回収金の実績及び回収実績向上のための取組」ということで、こちらは漁業で

ございます。漁業につきましては、27年度の回収目標額５億6,100万円に対して、27年度の実

績は６億5,300万円。こちらは達成率が100％を超えておりますので、達成をしているというこ

とで、評価に至った理由についても求償権管理表とか回収方針、求償債務者の現況について現

地協議を行ったこと。求償権回収進捗状況表の提出を受けて、一定水準に満たない協会に対し

ては一層の促進を図るというような取り組みを行った結果、こうした達成率になっていますの

で、評定としては「Ｂ」にしております。 

 （４）は、「サービサー等の活用による回収策について費用対効果の検証及び回収委託基準

の明確化等」ということで、こちらは林業になりますが、26年３月に回収委託基準を見直して

おり、こうしたことによりまして、企画競争によるサービサーの公募や回収能力に優れたサー

ビサーを選定して、16件の委託を新規に行っております。 

 こうした取り組みを行っているということも踏まえまして、「Ｂ」という評定にしておりま

す。 
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 （５）は、「保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収」ということで、これにつきまして

は、農業・漁業・林業それぞれにありまして、農業については、27年４月に保険料計算システ

ムの不具合で未徴収案件が判明したということで、これにつきましてはプログラムの修正を行

い、27年９月までに全て徴収しております。 

 漁業については、27年５月に行った保険料請求について請求漏れが５件発生。これについて

もシステムのプログラムの不備があったということで、プログラムの修正を行いまして、納付

期限までに全額を徴収。 

 また、漁業につきましては、27年７月にも、二重請求というのがございまして、チェック機

能の不備というものがありましたが、納付期日までには正しい保険料を徴収することはできた

ということです。 

 また、林業保証につきましては、27年11月に保証料の過徴収と一部未徴収という案件がそれ

ぞれ１件。これは審査手続におけるミスと確認漏れというようなことですので、これについて

も11月中に返戻なり12月に徴収を行っているということで、回収はできているということにな

っております。 

 こうしたシステムの不具合とか、徴収漏れが発生したというようなことについて、林業につ

いては審査手続の際のミスということもありますので、今後も保険料なり保証料の確実な徴収

が必要だということで、改善を要するという意味がありまして、評定としては「Ｃ」にしてお

ります。まさに今申し上げたとおり、こうしたことについては改善を行う必要があるというこ

とになろうかと思っております。 

 ５番目は、「代位弁済率・事故率の低減」ということで、（１）は「農業信用保険業務にお

ける事故率」で、農業信用保険業務における事故率は0.03％で、目標は0.12％ですので、これ

は目標を達成しているということで「Ｂ」。（２）の「林業信用保証業務における代位弁済

率」、これは0.95％ということで、目標が2.94％ですので、これについても目標を達成してい

るということで「Ｂ」です。 

 漁業は0.12％ということで、目標は1.15％ですので、こちらも達成しているということで、

「Ｂ」という評価になっております。 

 １枚めくっていただきまして、評価書案では126ページになります。 

 ６番目は、「基金協会及び共済団体等に対する貸付金の適正な審査及び回収」です。これに

つきましては、審査を迅速・的確に処理するということで、回収についても期日どおり回収し

ているということで、「Ｂ」評定になっています。 
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 ７番目は、「宿舎の廃止に関する計画」ということで、職員宿舎廃止に係る実施計画を制定

しております。これに基づきまして、成城宿舎については、27年５月に入居者全員が退去し宿

舎を廃止しております。みどり寮については、28年３月をもって入居者全員が退去したことか

ら同宿舎を廃止しております。こうした取り組みを行っていますので、「Ｂ」ということです。 

 ８番目は、「農業融資資金業務に係る国庫納付」です。これは、もう既に国庫納付をしてお

りますので評価の対象にならないということです。 

 第４は、「その他の業務運営に関する重要事項」ということで、これは林業です。 

 これは、日本公庫による森林整備活性化資金という無利子の資金を貸し付けているんですけ

れども、この寄託原資に係る長期借入金の調達方法について、借入金利だけではなく借入金額

も含めたコンベンショナル方式という入札を取り入れているということで、「Ｂ」評定になっ

ております。 

 第５は、「予算、収支計画及び資金計画」ということですが、これについては予算に対する

決算の状況は以下のとおりで、それぞれ予算・決算に従って的確に事業を実施しておりますし、

収支計画におきましては、下の白丸のほうにつきまして、農業は、33億300万円、林業保証で

は15億6,100万円、漁業信用保険では５億5,400万円、農業・漁業災害補償勘定では、農業災害

で5,900万円、漁業災害で1,800万円、全ての勘定において当期利益を計上しているという状況

にありますので、「Ｂ」評定にしております。 

 第６は、「短期借入金の限度額」ということで、これは農業共済団体に対する貸付原資とい

うことですけれども、27年８月に１件、28年２月に１件ということで、これについては限度額

の範囲で対応して全額償還ということになっておりますので、着実に実施されているというこ

とで、「Ｂ」評定になっております。 

 第７は、「不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画」という

ことで、これも25年度措置済みで、先ほどの農業融資資金業務に係る出資金の不要額の国庫納

付は終了しておりますので、評価の対象になっておりません。 

 第８、第９についても当評価の対象になっておりません。 

 最後のページになりますが、「その他主務省令で定める業務運営に関する事項」ということ

で、「施設及び設備に関する計画」、これは予定なしということです。「人員に関する指標」

ですが、「人員に係る指標」につきましては、期末の常勤職員を見据えた人員確保ということ

で、27年度は新規が５名で、27年４月１日現在で110名ということになっておりますので、

「Ｂ」評定ということです。「人材の確保」につきましても、金融機関において資産査定に精
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通した融資業務の経験を有する外部登用や再雇用の職員の専門知識を生かした配置ということ

で、円滑な事業を行うために人員を確保しているということで、「Ｂ」評定ということです。 

 「人材の養成」については、同一ポストに長期に在籍する職員を把握しつつ、日常の業務・

研修による能力向上、適性を見極めて適材適所を行っているということで、「Ｂ」評定にして

おります。 

 最後の「積立金の処分に関する項目」については、取り崩しを行っていませんので評定はし

ておりません。 

 以上が全体、それぞれの項目について評価したものです。 

 最後ですが、これらのそれぞれの項目について評定を行った上、総合的に評定するというこ

とですけれども、参考資料３に今の項目を整理しております。Ｂ評定、Ｃ評定ということで、

全体が71項目ございまして、そのうちＢ評定が61、Ｃが４、評定外が６ということになってお

ります。これらを点数化した上で総合的に判断ということになっておりまして、法人の活動で

中期計画における所期の目標を達成しているということになろうかと思いますので、総合評定

は「Ｂ」という評定になっております。 

 なお、総合評定の考え方についても、先ほどの評価に関する指針においては９ページのとこ

ろに記載が書かれております。 

 以上が全体の自己評価から項目に基づいた評定の案ということでご提示させていただきまし

た。 

 以上が私のほうからの説明になります。 

 それでは、この評価案につきまして委員の皆様方からご意見をいただきたいと思います。 

 ご質問、ご意見については、本日同席している信用基金の方からも場合によっては説明させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○服部委員 聞いていっていいですか。 

○竹内課長補佐 お願いします。できれば前のほうから順番にやっていただいたほうがよろし

いかと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○服部委員 去年もそうだったのですが、これ以降、司会進行役がおられなかったので、しば

しば無言の時間があったように思います。それはさておき、私のほうからまずは聞かせてもら

います。１ページの１番の（１）、一番上です。これは定量評価で24年対比で５％以上あれば

「Ｂ」ということですが、決算比でも22.1％削減ということになると、評価はもっとよくなる

と思ったのですが、何かほかにも理由をおっしゃいましたね。ほかにも評価項目があるのであ
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れば、本来ならそれも評価項目に入れておいてＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄをつけるべきと思ったので

すが、その辺はどういうふうになっているのですか、Ｂというのは。 

○竹内課長補佐 １番目の「事業費の削減度合」の５％以上ということですね。これについて

は、定量的に見れば確かに非常に良いのですが、全体の事業の保険なり保証の引き受けのボリ

ュームが下がっているという状況もありまして、こちらの評価書案の２ページの表の下のほう

を見ていただくと、保険価額残高とか保証残高というのがあります。 

○服部委員 わかりました。削減率がある一定の額あって、事業規模が小さくなったら、相対

的に当然効率が上がりますね。その場合は、比率で評価されてもよいと思いますが。 

○竹内課長補佐 そういう考え方もあるのかもしれませんね。 

○服部委員 この場は有識者の意見を申し上げる場ですので、そういう意見もあると捉えて下

さい。特に定量評価のところは基準値が明記されていますので、それに即さないような評価を

しているとまずいように思うのですが。 

○高田委員 今の点につきましては、変動予算、すなわち、事業の活動量に応じて増減する変

動費と、活動量が増減しても費用発生額が変動しない固定費に区分して予算を編成し、これと

実績とを比較するほうが、効率的な支出がなされたか否かの判断に資するのではないかと思い

ます。今後の課題として、変動予算の考え方を取り入れてもいいのではないか、そのように服

部先生は思われているんだと思います。 

○服部委員 私はそこまで専門家でないのですが、やはりこの評価が基準に照らしてできてい

るのか気になりましたので。 

○竹内課長補佐 確かに、この目標の定量的評価の基準というのが適正かどうかというのもあ

るのかもしれません。中期計画は、もう３年目なんですけれども、計画を設定したときの５％

というのが、事業が右肩上がりでかつ事業費を減らしていくという観点だったのではないかと。 

○服部委員 前提が今崩れていますので。 

○竹内課長補佐 はい。多分そういった前提に基づいてコストを減らしていこうという思想だ

ったと思うのですが、今の事業の状況をみると、事業実績が右肩に上がっていないのにコスト

は下がっていくというのが評価としてよいのか。そういう評価の手法として、そもそもいいの

かどうかということが昨年の総務省の独立行政法人の評価委員会で指摘されています。昨年は

Ａ評価という評価をしているのですが、定量的に見れば、目標は達成していましたが、それが

正当な評価なのかということについて、点検が行われていて、そこで指摘されているというこ

ともあり、定量的な数字だけの評価がいいのかどうかということもあります。信用基金もそう
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いうこともあって、実績が下がっていると、当然コストも下がるということを踏まえた上でＢ

という評価になったんだと思っています。我々も先生方がおっしゃるような分析が足らないの

かもしれません。 

○服部委員 それから、全体を見渡して、他のところでも同じような意見が出ていたというこ

とは、この事業の効率化の評価基準ですか、ここを今年度はこれでいくとして評価したので、

それはそれでいいと思うのですが、次年度は変えられるかどうか知りませんし、中期目標の途

中で変えられない項目がほとんどですが、変えられればそれに従って評価されるとよろしいか

と思いますね。 

○竹内課長補佐 はい、参考にさせて頂きます。 

○服部委員 その次の中期目標の設定のところで今高田委員がおっしゃったように、固定費と、

それからそれ以外というようなものに分けて評価項目を設定されたほうがいいですね。 

○竹内課長補佐 この評価基準がいいのかどうかというのはよく検証して、この項目を次期中

期計画にも必要かどうかというところから検証しないといけないと思います。服部先生がおっ

しゃるとおり、中期計画は５年で設定していますので、この時点で見直しができるかどうかは

わかりません。 

○高田委員 今の点なんですけれども、信用基金さんがご自身でＢ評価をつけたということは、

変動予算的な考え方を取り入れた評価を実施して、その結果としてＢ評価が相当であるという

ような判断をなさったという理解でよろしいんですか。 

○竹内課長補佐 基金から答えをお願いします。 

○角総括調整役 正直申し上げまして、今高田先生がおっしゃいましたように、固定費、それ

から変動費、活動量に応じてとか、そういうところまで十分踏まえた上で「Ｂ」としたわけで

はございません。あくまでもここに書いてある範囲のところで、表面上は大幅に下回っていま

すけれども、そのときとは非常に情勢が変わっていて、事業が右下がりの中で事業費自体が削

減されているというような状況になっているということを踏まえまして、これは「Ｂ」が妥当

ではないかと評価したということでございます。 

○高田委員 実施する業務の効率性を測定する目的で、変動予算の考え方を取り入れる余地が

あるわけですね。 

○角総括調整役 実はほかの項目で似たようなものがございまして、そこについては我々なり

の分析指標といいますか、率というようなものを導入したりして、それが実態としてどうなっ

ているかというところから、これは「Ｃ」が妥当ではないかと評価している部分があるんです
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けれども、ここの部分に関しては、そのような形での明確な指標を自分で考えてやっていると

いうことはしておりませんので、今ご指摘を受けた点も踏まえまして勉強していきたいと考え

ております。 

○高田委員 ありがとうございます。 

○竹内課長補佐 ありがとうございました。 

○服部委員 １ページ目はありません。他の委員は何かありますか。会議は５時15分までなの

で、このペースで意見交換をしていると、多分７時、８時になると思いますので、先に飛んで

もよいですか。 

○竹内課長補佐 飛んでも結構ですので、どうぞお願いします。 

○服部委員 細かいことは聞かずに重要なところだけ聞かせてもらいます。 

 ２ページ目へ行っていいですか。 

 ２ページ目の一番下、４の「経費支出の抑制」の（１）です。これも15％以上の削減という

ことで……これはこれでいいのか。達成率が100％から120％であれば「Ｂ」ということでいい

ですね。 

○竹内課長補佐 はい。 

○服部委員 失礼しました。 

 ２ページ目、そのほかは大丈夫ですか。 

○高田委員 はい、大丈夫です。 

○服部委員 では、次へ行きます。３ページ目、ご意見のある方はご発言ください。 

○高田委員 ありません。 

○服部委員 私、１つあるのですが、５の「業務実施体制の強化」の（１）の内部監査の充実

で、内部監査をされて、それはそれでよいのですが、最後に「全ての指摘事項において改善措

置がなされていることを確認した」という表現になっているのですが、内部監査があって基準

どおりされていたということでありますが、改善措置がされているという前提での監査の内容

でしたか。 

○竹内課長補佐 基金からお願いできますでしょうか。 

○角総括調整役 ここの部分はフォローアップを行ったということで、過去に内部監査等を行

いまして、あるいは主務省からの指摘もあって、こういう点を改善すべきだといったところを

繰り返し、それをフォローアップして監査で見ていくといったことをやっております。そうい

った点につきまして、過去に指摘された分については改善がされているかどうかというのをき
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ちんと確認したと、そういう意味でございます。 

○服部委員 わかりました。そうしますと、監査の項目、これは①から⑨まであるのですが、

フォローアップは改善されていたということで、それでよろしいと思うのですが、その問題点

等がどんなものであったか、あるいは問題点がなかったとか、そういうことについてはどうだ

ったのでしょうか。 

○角総括調整役 この中身はいろいろございますけれども、内部監査を行った結果、改善すべ

き事項と、それから注意事項と２つあるんですけれども、改善すべき事項が出てきた部分は当

然ございますので、そういったものにつきましては、きちんとどういうふうにして改善してい

くのかということを原部署から改善措置の内容を報告させて、それを徹底していくというよう

なことをやったわけでございます。 

○服部委員 ありがとうございます。内部監査は、我々の大学でもしていますが、どうしても

身内に甘くなって、結果的には外から何か言われてびっくりするということもありますので、

その辺がどの程度の内容の監査であったかというのをちょっと知りたかったので質問させても

らいました。 

○高田委員 すみません、今の３ページ、私が見落としてしまったんですが、（５）、リスク

管理委員会での会議の開催時期と議事を見てみたんですが、財務報告に関する内部統制に係る

リスク、これについての議題が見当たらないようですが、これはリスクとは考えておられない

のですか。それとも、ここに書いていないだけで、当たり前のこととして議論には出ていたの

でしょうか。それについて教えてください。 

○角総括調整役 内部統制に関するとおっしゃいますと、例えば具体的にどういう財務報告で

ございますか。 

○高田委員 財務報告で事実に反する報告がなされたり、適時に報告がなされないとか、ある

いは何らかのリスクが適切に財務諸表に表現できないとか。そういうようなこともリスクの一

つであり、しかも透明性を重視する信用基金さんでは、重要なテーマの一つであり得ると思う

のですが、いかがでしょうか。 

○角総括調整役 わかりました。私どものパンフレットがございます。これをご覧いただきた

いと思うんですけれども、このパンフレットの18ページですが、そこは昨年の４月１日からの

独法改革の中で内部ガバナンスを強化していく、高度化していくといった中でどういう体制を

とっていくかということを議論いたしまして、４月１日からは一言で申し上げますと下のよう

な形で全体運営をしているということになるわけです。 
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 そこで内部統制委員会というのがあり、その下に外部有識者も含めたリスク管理委員会とい

うのを立ててやっているわけですけれども、その上に役員会というのがございまして、これら

の役割分担はそれぞれ分けておりまして、役員会につきましては、例えば中期目標とか中期計

画とか業務方針とか、それから今お話のような財務関係の財務諸表につきましては主務省への

承認といった形で提出していくということになりますので、そういったものにつきましては役

員会で議論をし、情報を共有し、その審議を経まして、今度は法人内部の稟議決裁で理事長ま

で決裁して出していくというような形をとっておりまして、今ご懸念の点につきましては、こ

の役員会でそういうことをやっているということでございます。 

○高田委員 内部統制って役員さんだけの問題ではなくて、どうやって組織全体でリスクの情

報を共有するかが課題だと思います。リスク管理委員会というのは横串の部分ですね。縦の職

制ではなくて、どうやって部門を超えて情報やリスクの共有をするのかという問題であると認

識しております。 

 気になったのは、せっかく横串を刺した委員会で議論できる場があるのに、財務報告に係る

リスクについて委員会で話し合われていないような記述になっておりますので、気になった次

第です。 

○角総括調整役 役員会のメンバーと内部統制委員会の構成メンバーは同じでございますけれ

ども、あと監事さんも当然含めまして出席を求める、あるいは出席して必要な意見を述べると

いった形で行っておりまして、そのほかに必要な職員、各部署の職員も含めまして、そこで議

論するというような体制になっているところでございます。 

○高田委員 となりますと、財務報告に関するリスクについては話題になる機会はあるわけで

ございますね。 

○角総括調整役 はい、当然そういうことになっております。 

○高田委員 結構でございます。ありがとうございます。 

○千年委員 今と関連して、ちょっと質問させてください。 

 高田先生と違いまして、私のリスク管理委員会を見た感じの印象ですけれども、これは本当

に財務関係のリスクに関するリスク委員会という理解でよろしいのでしょうか。 

○角総括調整役 ここのリスク管理委員会でやっておりますのは財務そのものの、例えば財務

諸表の数値とか、それについてというのではなくて、統合的なリスク管理をするためにリスク

の計量化というものをやっておりますけれども、それがどれくらいの値であるかとか、あるい

は日々の、我々が日常的な作業を行う際のリスク管理をどのようにしてやっていくか。そうい
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った方針とか、実際の進捗がどうなっているか、どうモニタリングしていくか、そういったこ

とをこのリスク管理委員会で議論していただいて、必要な指示を仰ぐというような形でやって

いるということでございます。 

○千年委員 そうしますと、４ページに「事務リスク」という表現がございますけれども、こ

の事務リスクの部分もリスク管理委員会で方針等を議論されているということですね。 

○角総括調整役 事務リスクは、事務リスクの自主点検というものと、事故があった場合に事

故発生報告をするという２種類のものがあるんでございますけれども、事務リスクに関しまし

ては、上のほうの内部統制委員会で一元的にやっているということでございます。 

 メンバーは、要するにこの内部統制委員会のメンバーと、それからリスク管理委員会の基金

の内部でのメンバーは同じということで、外部の有識者の方、お二方でございますけれども、

含めて議論しているのがこのリスク管理委員会と。そういう形でやっているということでござ

います。 

○高田委員 すみません、そうすると、こういう理解でよろしいんですか。 

 すなわち、リスク管理委員会は、どちらかというと信用保証に係るリスクを計量するところ

で、内部統制のリスクは、それよりも上の、先ほどのパンフレットの内部統制委員会のところ

で議論される。 

○角総括調整役 基本的にはそういうことです。 

○高田委員 ただし、財務諸表というのは、法人のリスク自体をあらわすことが求められてい

るわけです。つまり、信用基金さんの純資産がどのぐらい毀損する可能性があるのか、そのこ

とをリスク管理委員会で議論するとして、そのリスクが財務報告にどのように反映させるべき

かについて、どこかで議論していただきたいと思っています。財務諸表に開示されるリスクと、

業務上のリスクが乖離しているようなことがあるとすると─そんなことはないと思いますけ

れども、余り好ましいことではないと考えております。透明性の確保の上からも。 

○竹内課長補佐 何かコメントはございますか。 

○角総括調整役 財務諸表、あるいは財務関係の報告等についても、このリスク管理委員会の

中でもやるというのが適切ではないかというようなお話を伺いましたので、それにつきまして

は内部でいろいろ検討させていただきたいと思います。 

○高田委員 すみません、どうぞよろしくお願いします。 

○竹内課長補佐 次のページよろしいでしょうか。４ページになりますが。 

○服部委員 細かいことはありますが、重要と思われる箇所に行きたいので、私はありません。 
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○高田委員 私もありません。 

○竹内課長補佐 次の５ページ。 

○服部委員 ５ページも……どうぞ。 

○関委員 すみません、幾つか教えてほしいことがあります。 

 この５ページのところの第２で「国民に対して提供するサービス」云々というふうにあるん

ですけれども、この「国民」というのは、直接の利用者というふうに理解すればいいのかとい

うところが１つ質問です。 

 それから、この中で「農業・漁業において事前協議や現地協議を実施」というふうに書かれ

ているんですけれども、この現地協議というのは具体的にどういうところでどういう人を対象

に行っているのかというのを教えていただきたいと思います。 

 それから、同じ項目のところで６ページになってしまうんですけれども、「情報の提供・開

示」というところで「ウェブサイト等による情報開示の充実」ということで、かなり更新回数

も充実しておられると思いますけれども、それがどういうふうに受け取られ、見られているか

というところはどういうふうに判断されているのかというところを知りたいと思います。 

○角総括調整役 最初のところは、ここで書いてある「国民」というのは、どこの独法に対し

てもこういう枠組みとなっているものでございますので、それぞれの独法によりましては国民

の皆様が直接というところもあると思いますし、エンドユーザーとして、私どもの場合ですと、

主として受益者ということになりますと基金協会、あるいは林業保証の場合でありますと直接

保証者ということになるということでございます。 

 それから、現地協議でございますけれども、こういったものにつきましては、１年のうちに

２カ月とか３カ月かけまして、それぞれのブロックから選んで、どこのところに行こうかとい

うのを内部で決めまして、それで現地に入って、主に例えば農業保証保険の場合ですと、基金

協会のところにお邪魔いたしまして、そこでのいろいろなヒアリングでありますとか意見交換

を通じて、現場の動向でありますとか、今後の仕事量といいますか、業務実績がどれぐらいに

なるのかとか、あるいは回収等の管理の動向はどうなっているかとか、そういったことを協議

していくというようなことをやっているということでございます。 

 それから、ウェブサイトの情報公開でございますけれども、これは直接的にどれくらいの方

にご利用されているかというのを示すのはなかなか難しいんでございますけれども、少なくと

も私どもでは基金のウェブサイトを訪れた方の件数でありますとか、項目ごとにどのページに

いらっしゃった、あるいはご覧いただいた方が多いのかといったような分析といいますか、そ
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ういったことはやっております。 

○竹内課長補佐 よろしいでしょうか。同じページで何かございますか。 

○高田委員 すみません、もとに戻ってしまうのですが、７の「調達方式の適正化」のところ

なんですけれども、７の（３）「取組状況」、予定価格、これは消費税抜き……いや、細かい

ことですみません。消費税抜きですね。本体価格みたいなものですね。これに消費税を別途計

上するということですね。 

 次に、システムハウスをご利用なさるとき、システムインテグレーターといいましょうか、

ソフトウエアを開発する業者さんを選択するときに、相手方の情報管理能力、例えば、ＩＳＭ

Ｓといったスタンダードをクリアしているか否かは、入札要件に無いのですか。外部委託先が

使用するＵＳＢの所在が一時的に不明となったとのことなので、ご質問させていただきます。 

○角総括調整役 この点につきましては、私ども実は情報セキュリティ規程というのがござい

まして、これは政府の情報セキュリティ関係の統一基準というのがあり、それに即して定めて

いるんでございますが、その中の１項目で、外部委託に関しましては一定の規律を設けており

まして、こういったシステムセキュリティの関係のシステム構築とか、ソフトウエアの開発、

あるいは保守点検等々を外部に委託する場合には、委託先の選定で各種資格、その中に委員ご

指摘のＩＳＭＳというようなＩＳＯのＩＥＯ27001とか、そういったものの取得状況をきちん

と確認する等、委託する業務の実施に求められる安全性を有すると認められる者を選定すると

いうことに既にしてありまして、実際にありましたＵＳＢの事故の関係の業者につきましても、

きちんとＩＳＭＳの認証を取得しているということは確認しております。 

 それは、どうしてこういうことになったかというところにつきましては、どうも担当がＵＳ

Ｂメモリを自分で携帯といいますか、持ったまま出張に出かけてしまって、すぐ羽田空港のほ

うから連絡が来まして、落とし物で出てきたというようなことがありましたので、当然それは

そういうことが今後二度と起きないように、再発防止策をきちんと求めまして、そのようにし

ていただいているということでございますけれども、資格といたしましては、今申し上げまし

たように、この業者に限らず、すべからくそういった業者に委託する場合には、そういった資

格についても参加要件にしているというような運用を今実際に行っているということでござい

ます。 

○高田委員 発見されたとはいえ、数日間不明になっていたわけですが、ＵＳＢについて、暗

号化は義務づけておられるんですか。 

○角総括調整役 それは義務づけてございます。 
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○高田委員 じゃあ、大丈夫ですね。わかりました。ありがとうございます。 

○竹内課長補佐 次のページでよろしいでしょうか。６ページはございますでしょうか。次の

ページに進ませていただきます。７ページはございますでしょうか。 

○服部委員 あります。７ページ上のほうの（４）の評価ですが、これも先ほどの一番最初に

私の発言したことと少しかかわってくるのですが、基準から言うと、これは「Ｄ」になるはず

ですね。額は増えたけれども率は減ったという、そういう形で説明されましたけれども、想定

外かもしれませんが、マイナス金利が入ってきたりして、ここの状況はこれからますます変わ

っていきますね。 

 これについても、今期はこの評価の前年比1.6％等々といったような基準には触れられませ

んので、多分評価の判定を変えざるを得ないかなと思います。その辺はいかがですか。 

○竹内課長補佐 確かになかなか厳しいところだと思います。この評価の基準を見直していい

かどうかというのは、時代の状況に応じて、そういうことも考えないといけないのかもしれな

いと思います。 

○服部委員 その辺は、どこでこの辺の評価を取り仕切っておられるのか知りませんし、会計

検査院かもしれませんが、そことちょっと相談されて、修正できるものであれば、時代に即し

た評価の基準にして、それについて努力して、良かったとか悪かったという評価をしないと大

変ですね。 

○竹内課長補佐 そうですね。独立行政法人の評価については、まず５年間の目標を立てた上

で、その５年間について１年毎に評価を行う仕組みなので、今だと３年目ですけれども、その

間に経済情勢とかがかなり変わった場合にどうするかというのは勉強させていただきたいと思

っています。 

○服部委員 最後は５年分の全期間で見てよかったという評価もありますね。 

○竹内課長補佐 おっしゃるとおりでございます。 

 

○高田委員 今の７ページの（４）なんですけれども、「業務実績」の３行目のところ、「格

付の低位者に対する保証の減少から」、これは保証の要請がなかったという意味ですか。それ

ともリスクを避けるために格付の低位の者への保証はしなかったという意味なんでしょうか。 

○櫻井林業管理室長 これは特に８割保証に取り組むという基金のスタンスもございますとと

もに、基金というよりは銀行のほうが保証はやらずに自分たちで、という方針もあるようでし

て、保証が減っている状況になっております。 
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○高田委員 信用基金さんへは、引き受けてくださいと言ってこなかったわけですね。 

○櫻井林業管理室長 そういうことです。 

○高田委員 それに関連するというか、ここの項目、「Ｃ」になるのかどうなるかは私もわか

らないんですけれども、「Ｃ」とか「Ｄ」がついた場合には今後どうするのか。資料の参考１

の９ページの上から、ウの次のエ、「「Ｃ」及び「Ｄ」を付す場合には、改善に向け取り組む

べき方針を記述する。」とあるんですが、ここの記述内容だけでは、何が問題点でどうすれば

いいのかについて姿が見えてこないんですが、教えていただけませんでしょうか。 

○櫻井林業管理室長 86ページの「課題と対応」のことでございましょうか。 

○高田委員 はい。 

○角総括調整役 本文のほうの86ページの右の「自己評価」の下のほうに「課題と対応」とい

うことで、そこについては、今後どういうふうに頑張っていくかといったことが書いてござい

ます。 

○高田委員 ありがとうございます。 

○竹内課長補佐 よろしいですか。次を進めます。８ページをお願いします。 

○服部委員 ８ページの４の（１）、（２）ともですけれども、これも定量評価でいきますと

「Ｃ」ではないですね。ちょっと微妙なところがありますけれども。ですから、この辺もどの

ように考えられたのかという。 

○千年委員 補足をちょっとさせていただけますか。 

 本件は前の件と同じ類のものですけれども、こちらの自己評価書のほうを見ると、農地の流

動化が進まないとか、大口が多かったから、その人たちが潰れて、回収が少なかったとか理由

がわかるのですが、そういった条件が評価結果の概要の中ではほとんど見えてこないといいま

すか、評価書のほうにはマイナス金利などの外部条件も書いておりましたけれども、概要には

そういった外部条件についてはほとんど記述なく、記述されている内容は基金の取り組みのみ

ですよね。取り組みの成果、結果として回収率で評価していますが、これでよろしいのかとい

う気がします。ほかの外部要素が強過ぎて農地の流動化が進んでいないとか、ほかの問題が存

在するため回収の難しさがあるとか、回収率の評価については努力とは違った要素の影響が非

常に強いところですよね。いかがお考えですか。 

○角総括調整役 ここの部分につきましても、先ほど事業費の削減のところでございましたか、

あそこで若干触れましたけれども、評価に当たりまして、率概念をここに入れまして、要は農

業の場合ですと保険金支払額というのがございまして、それの多寡というのが、その中から幾
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ばくか回収金が戻ってくるということになりますので、その保険金の支払いが極端に下がって

しまいまして残高が減ると、どうしても回収金額で見れば減ってしまうと。ところが、一方で

努力の取り組みがあれば、率としては回収金の、要は保険金支払総額に占める回収金、どれく

らい戻ってきたかと。そうした割合で見ますと、ここに示したように、３年続けて拡大してい

ると。率は上がっているということもありまして、本来形式上は「Ｄ」というところはあるん

ですけれども、こういった指標を新たに入れまして、こういったところも含めて勘案いただけ

れば、Ｃ評価にはなるのではないかということでこういうことをやっていると。 

 林業についても同様な率概念を導入してやっているということでございますので、これはひ

とえに先ほど来議論がございましたように、そもそもの目標設定自体がどうであるかと。それ

がなかなか変えられないということであれば、そういった取り組みの成果が表れるような指標

をここできちんと示した上で、これは「Ｃ」なり「Ｄ」なんですけれども、「Ｂ」「Ｃ」にな

りますとか、そういったことを示していくというのが方法ではないかというふうに考えている

ところでございます。 

○服部委員 ですので、これはもう既に主務大臣に出された評価書ですので、今さら触ること

ができませんが、その業務実績のところに今言われたようなことも書かれて、定量評価の基準

で言うと「Ｄ」ですが、こういうところのいいところもありましたのでという形で「Ｄ」だっ

たところが「Ｃ」だったという、その説明をちょっと、いっぱい空白がありますので書かれた

ら、次年度からより的確に主務大臣も評価されるのではないかなと思いますが。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

 次のページに行ってよろしいでしょうか。９ページでございます。９ページも「Ｃ」の項目

がありますので。 

○服部委員 「Ｃ」の項目もそうですが、５番の「事故率の低減」というところで（１）、

（２）、（３）とありますが、これも目標値をはるかに下回って事故率が低かったということ

ですね。 

○竹内課長補佐 はい。 

○服部委員 これは120％アップにはならないのですか。どういう計算をすればいいのか分か

りませんが、例えば（１）ですと、中期目標期間中に0.12％。これは５で割るのですか。もし、

0.03％であれば、事故率は単純に言うと４分の１ですね。 

○角総括調整役 これは昨年もその議論がございまして、ここで示してありますのは、この中

期目標期間中に新しく引き受けたもののうちにどれくらい事故率があったかということになり
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ますので、通期で見まして、この0.12％なり2.94％以下になるということが目標になっている

ということでございまして、単年度ごとにそれを単純に５で割るとかというような設定の仕方

はなかなか難しいということがございます。 

○服部委員 そうすると、昨年度については、どういう計算をして「Ｂ」になったということ

ですか。例えば、（１）ですと通期で0.12％ですね。 

○角総括調整役 その辺は定量的な目標として計算しているという形ではないんですけれども、

このすき間でありますとか、もうあと２年たつと通期としてわかりますけれども、少なくとも

それよりはかなり低い水準で今あるであろうというような形だと思います。 

○服部委員 なので、評価していいわけですね。 

○角総括調整役 ですから、その評価が「Ｂ」なのか「Ａ」なのかというところにつきまして

は、なかなか基準がないといいますか、難しいということなんだと思います。 

○服部委員 私は「Ａ」でもいいかなと思ったのですけれども。 

○高田委員 私は、上の真ん中あたりの（５）なんですけれども、いろいろと過徴収とか徴収

漏れ、これについてのご質問です。 

 判明したのはいつで、どのような事務手続を実施して発見したのか。それについてコメント

を頂戴できれば、ありがたいです。 

○竹内課長補佐 わかりますでしょうか。 

○毛利農業管理室長 はい。まず農業の未徴収案件ですが、これは、27年４月に判明したもの

ですが…ちょっと待ってください。 

○高田委員 すみません、私の質問が悪かったかもしれませんが…… 

○角総括調整役 基金協会さんから、これは変なんじゃないかという、そんなところから始ま

った、そういう認識です。 

○高田委員 質問は、どういうきっかけで発見できたのか。後から発見できるぐらいだったら、

なぜ事前にできなかったのか。それとも、内部の事務手続を改善しても対処が困難だったのか、

そこが知りたいだけなんです。 

 それともう一つは、この３ページとの関係です。３ページでは内部監査を行ったとあります

が、これは内部監査で発見されたことなんでしょうか。 

○角総括調整役 農業の場合ですと、プログラムの不具合ということでございますので、事務

的な点検でございますとか、あるいは内部監査とか、そういった部分ではなかなか見つけられ

にくいという部分があることは確かだと思います。 
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 それで、この契機といたしましては、ある基金協会さんから、こちらから出した保険料の請

求の額が昨年と比較して大きく違いますと、おかしいんじゃないですかといったことがござい

まして、我が方で確かめたら、こういう状況になっていたというのが契機でございます。 

○高田委員 外部に出す前に前期と比較するなりのことは当然やっているはずですが、いかが

でしょうか。 

○角総括調整役 当然そういうことでございますので、これは内部統制委員会にもきちんとか

けまして、その後これはプログラムを直すというだけではなく、毎月の請求のときには、前年

と基金協会別に比較して、どれぐらい違っているか。少し額の変動が大きいというときには、

もう一回検証するといったことをきちんとやるということにしました。 

○高田委員 月次推移、年次の比較とかの分析的手続きを駆使して見ていかないと、なかなか

発見できないと思います。 

○角総括調整役 まさにおっしゃいますような手段で今は実行しているということでございま

す。 

○高田委員 それは内部統制委員会で報告内容に入ったんですか。 

○角総括調整役 ええ、内部統制委員会では、当然そういう報告をして、事後の再発防止と、

それから今後どのようにして取り組んでいくかということをきちんとやってくれということに

なっていましたので、そういう形で今やっているということでございます。 

○高田委員 ありがとうございます。 

○服部委員 これ一番大事ですね。保険料の徴収がちゃんとできているかという点は根幹にか

かわる部分ですので、これはきちんとしてもらわないと。 

 それから、二重請求があった。その請求によって二重支払いがあったのかどうかとか、いろ

いろ気になるところはあるのですが、もうおわかりいただけたと思いますので、次年度改善し

てください。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

 では、次に10ページでございます。何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、最後11ページになります。よろしいでしょうか。 

 順番にご意見、ご質問いただきまして、ありがとうございました。 

○服部委員 全体としてちょっといいですか。 

○竹内課長補佐 服部先生、どうぞよろしくお願いします。 

○服部委員 自己評価と主務大臣の評価について100％評価が一致しているという点に、ちょ
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っと違和感を覚えたのですが。今まで議論、いろいろご意見も申し上げたりお聞きしたのです

が、大学ももうがんがんやられてまして、自己評価と、それから第三者の評価というのはかな

りくい違っていて、そこをこの評価はおかしいとか指摘された痛い経験が私もありまして、そ

の辺ちゃんと主務大臣は評価されましたかというのをちょっとお聞きしたかったのです。 

○竹内課長補佐 厳しいご指摘だと思っております。確かに服部先生なり高田先生に一番最初

の項目から厳しいご指摘をいただいたと思っています。評価の指標がいいのかという問題もあ

りますし、評価のやり方がいいのかという問題もあって、我々も非常に悩ましいところがある

ところなんです。昨年からこういう評価のスタイルになって、４先生とも昨年からご意見いた

だいているんですけれども、我々も上げるべきところは上げる必要もあるのかなとは思いつつ、

ただ原則「Ｂ」ということもありますし、あと定量的な評価というのはわかりやすいんですけ

れども、ただ評価基準によって大きく見方が変わってしまうという問題もあるというところが

ありまして、これからも見直しなり検討をしないといけない分野ではあろうかと思っています。

昨年幾つかの項目、１ページ目の表を見ていただければＡ評価をつけたものもありますが、そ

ういった評価のやり方がいいのか。最初の項目は、まさにそうなんですが、総務省でやられて

いる独法評価委員会の指摘も踏まえて、我々としては独法のほうで評価したものが妥当ではな

いかという判断をしたところです。 

 確かに見方によっては「Ｃ」ではなくて「Ｄ」まで下げてもいいではないかと。ただ、

「Ｄ」にした場合、その業務の抜本的な見直しなり廃止を検討するというような非常に重たい

課題もありまして、我々の信用補完業務というのは、まさに資金が借りられないときの手だて

というものとしてやっているものですから、そういったものを廃止するとかという方向に持っ

ていくものでもないと思います。ただ、見直すべきところは見直さなければいけないというこ

ともありますので、今中期計画は、今年で４年目になりますので、また来年には見込み実績と

か、新たな中期計画の設定とかということもありますので、今いただいた指摘も踏まえて新た

な目標なり計画をつくらないといけないと思います。来年の評価も、今いただいたご意見を踏

まえて来年の評価につなげていかないといけないと正直思っているところです。今回のご意見

を踏まえつつ、必要な部分は修正させていただいて、評価書に反映させていただきたいと思っ

ているところでございます。 

○服部委員 農林水産業を支援するためにされていることですので、よくご意向はわかります

し、そのあたりは自己評価と並んだとしても、評価に至った理由のところで読めばわかるとい

うような形でもいいと思いますので、その辺もちょっと配慮されたらいかがかなと。これは、
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いい意味の配慮と悪い意味の配慮と２つありますけれども、よろしくお願いします。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。この場を経験しまして、やはり書いていないものは

よくわからないということだと思いました。だから、やったことはきちんとやったと、そうい

う判断をする材料はきちんと書かないといけないということを、ご意見をいただきまして、よ

く認識したところです。関係課とも調整しながらやらせていただきたいと思います。 

○高田委員 ちょっと気になっているというか、単なる個人の思いなんですけれども、信用基

金さんのミッションが、農業環境が変化していること、特に社会的な要請としては、第６次産

業への対応ですか、こういうものに十分対応できるような、対応しようと努力しているんだと

いうところが報告書の中で読み取れればいいなと思いながら読んだんですが、どうも項目をク

リアするということに主眼が置かれていて、６次産業を育てるためにどのような働きかけをし

たのか、そこら辺の姿勢が見えてほしいなと。第６次産業を担う人々の背中を押してあげられ

るような、そのような姿勢が報告書の中であらわれていれば、とてもうれしいなと思います。

これは個人の思いです。すみません。 

○竹内課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、他に質問などがございませんでしたら、今後のスケジュールですけれども、今日

皆様のご意見をいただきましたので、我々の案に対していろいろなご意見いただいたものも含

めまして修正なりを加えさせていただきまして、来月の上旬、恐らく10日前後になると思いま

すけれども、最終公表という形で公表する形になろうかと思っています。 

 例年同じスケジュールでやっておりますので皆様ご存じだと思いますけれども、そういった

形で公表するという形で27年度、また、来年につきましては同じスケジュールでやっていくと

いうことになろうかと思います。 

 長い時間、ありがとうございました。本日は、本当に皆様方お忙しい中、また暑い中出席い

ただきまして、たくさんの前向きなご意見、厳しいご意見をいただきまして、ありがとうござ

いました。 

 今後も信用基金業務がうまくいくように、これからも見直しを行いつつ業務を進めていきた

いと思いますので、引き続き見守っていただくようよろしくお願いいたします。 

 それでは、長くなりましたけれども、本日はこれで終わりといたします。どうもありがとう

ございました。 

午後５時０４分 閉会 


