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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２９年７月１４日（金） 

会場：農林水産省第３特別会議室  

時間：９：２５～１２：０７    

 

 

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２８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）独立行政法人農林漁業信用基金の中期目標期間（平成２５年度～平成２９年度）に見込

まれ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 

３．閉  会 
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午前９時２５分 開会 

○竹内課長補佐 おはようございます。少々早いですが、資料の確認をさせていただきたいと

思います。 

 窓口をしております経営局金融調整課の竹内と申します。資料の説明と司会進行をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 資料につきましては、まず、独立行政法人評価有識者会議農林漁業信用基金部会という議事

次第がございまして、その次に配付資料一覧がございます。その次に委員の名簿、最後に本日

の出席者名簿がございます。これが１つ目で、資料の中身につきましては、資料１と資料２が

ありまして、資料１と資料２が28年度に係る業務の実績に関する評価書（案）の関係の資料で

ございます。この２つが１セットになります。 

 続きまして、資料３と資料４があります。本年度は中期目標期間の最終年度になりますので、

中期目標期間に見込まれる実績に関する評価書（案）ということです。 

 最後に参考資料になります。参考１で、独立行政法人評価に関する指針、農林水産省独立行

政法人評価実施要領が参考２で、参考３で、28年度業務実績評価に係る総合評定（案）と見込

評価に係る総合評定（案）という一覧表になっております。 

 その次に、参考４としまして、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、参考５で、財務諸表、最後に、本日評価をしていただく独立行政法人農林漁業信用基金

のパンフレットがあります。 

 確認していただきまして、不足等がありましたら申し出ていただければ事務局で追加でお渡

ししたいと思います。 

 それでは、少々早いですが、ただいまから農林水産省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。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、全員の委員の皆様にご出席いただきまして

大変ありがとうございます。 

 委員の皆様におかれましては、本年４月１日から新たな任期が始まっておりまして、平成31

年３月末までの２年間で引き続き委員を務めていただくことになりますので、全員再任という

ことで、引き続きお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 本年度の有識者会議に加えまして、来年度もまた有識者会議を行いますので、そのときには

よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、独立行政法人の業務実績評価につきましては、独立行政法人通則法に基づきま
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して主務大臣が評価を行うことになっております。独立行政法人改革前は評価委員会が行うと

いう形態になっておりましたが、現在は主務大臣が行うということになっておりまして、この

主務大臣が業務実績の評価を行う際には、評価の実効性を確保するという趣旨で、外部有識者

の意見を活用することになっております。本日は、農林水産省の評価実施要領に基づきまして

有識者会議を開催するということでお集まりいただきました。 

 本日の業務実績評価につきましては、昨年は平成27年度の業務実績評価を審議いただきまし

たが、本年度は中期目標期間の最終年度である５年目に当たります。そのため、平成28年度の

業務実績評価に加えまして、第３期中期目標期間、平成25年度～29年度になりますけれども、

それの最終年度ということで、第３期中期目標期間の終了時に見込まれる見込評価を行うこと

になっております。このため、２つの評価書を用意しております。評価項目については重複し

ますが、２種類の評価についてご意見をいただくということになりますので、少々昨年に比べ

時間が長くなるかもしれませんが、説明に当たっては簡潔に進めていきたいと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 遅くなりましたが、初めに有識者の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 まず、千年委員でございます。よろしくお願いします。 

○千年委員 よろしくお願いします。 

○竹内課長補佐 続きまして、服部委員でございます。 

○服部委員 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。 

○関委員 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。 

○高田委員 よろしくお願いします。 

○竹内課長補佐 以上４名の方にご意見をいただくということになります。 

 本日、有識者のほかに我々農林水産省の各担当部局の担当者、それに財務省政策金融課の課

長補佐に出席いただいております。そのほか、農林漁業信用基金の髙野総括理事、そのほか各

担当者が出席しておりますので、ご意見に対しましては、我々ないし信用基金からご回答を差

し上げたいと思っております。 

 続きまして、議事進行についてご説明したいと思います。 

 業務実績について評価書が２種類ありますので、まず、28年度の業務実績の評価を説明させ

ていただきましてご意見をいただき、その後に第３期中期目標期間の終了時に見込まれる中期
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目標期間の業務実績評価という順番でやっていきたいと思います。できれば、途中で休憩を入

れてやっていきたいと思っています。 

 具体的には、28年度の業務実績評価書について、資料１、資料２につきまして評価項目に沿

って、業務実績、主務大臣の評定、その理由等をご説明した上で、総合的な表について説明を

行いまして質疑応答というようなスタイルとしていきたいと思っております。その後に中期目

標期間終了時の見込評価について行いたいと思っています。 

 続きまして、評価の基準についてご説明したいと思います。参考資料１として、独立行政法

人の評価に関する指針がございます。これに基づきまして評価を行うことになります。農林漁

業信用基金は中期目標管理法人ということで、４ページ以降がこの法人の評価の方法というこ

とで、８ページの上の「７」に年度評価というのがあります。評価の評定及び総合評定区分と

して年度評価というのがございます。評価につきましては、原則としてＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの

５段階で評価をすることになっておりまして、基本はＢということになっております。Ｓにつ

いては、中期計画を量的・質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる場合。Ａにつ

いては、法人の活動により所期の目標を上回る成果が得られていると認められる場合。Ｂにつ

いては、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場合、定量的に見た場合は

100％以上120％未満となっています。Ｃについては、所期の目標を下回っている、改善を要す

るということで、Ｄについては所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善

を求めるということになっております。 

 こうしたＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという評価の基準で、それぞれの評価項目について評価をして

おります。このため、基本的には「Ｂ」という評価がついているという形になるかと思います。 

 11ページに、中期目標期間の評価についても同様に記載があります。Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの

評価の方法につきましては、同様の考え方でやっていくという基本的な考え方に基づいて評定

を付しております。 

 評価項目についてＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという評価をしまして、その評価項目を点数化するよ

うな形で総合的に判断して、この法人の総合評価という形になっております。 

 それでは、説明に入らせていただきたいと思います。 

○服部委員 すみません、１つ質問です。 

○竹内課長補佐 はい。どうぞ、服部先生。 

○服部委員 ８ページの下のほうになお書きがありますね。項目によっては評価基準を変える

とあり、その場合はＳがありません。この項目は、実際の評価でいくつか出てきますか。 
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○竹内課長補佐 Ｓはつけておりません。 

○服部委員 このＳがないＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという評価基準で評価した項目というのがこの中に

いくつかあるのですね。 

○竹内課長補佐 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ。 

○服部委員 基本は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄで評価しなさい。Ｂが標準で捉えてくださいよとい

うことで評価されたけれども、それ以外の別の基準で評価された項目もこの中に一緒に入って

いるということは、同じ調子で見ていったときに、勘違いして意見を述べたらまずいと思った

次第です。 

○竹内課長補佐 そうですね。 

○服部委員 それ故、説明されるときに、ここはなお書きの基準ですよというふうに言っても

らうと、こちらも納得して発言できるかなと。 

○竹内課長補佐 「一定の条件を満たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に

測定し難い場合には」ということですね。 

○服部委員 そうです。 

○竹内課長補佐 確かに定量的に、画一的に評価した場合に、それ以外の要素があるものにつ

いては…… 

○服部委員 その評価基準があることはよいですが、同じ調子で見ていった時に、いつの間に

かここの部分は評価基準がなお書きの基準でされたものの意見を聞かれているということにな

るので、勘違いしてもう一段上に行くべきとか、下に行くべきという意見を言ってしまうとよ

くないので。 

○竹内課長補佐 はい。 

○溝部課長補佐 この評価の概要のところに、定量と定性というものが書いてあります。 

○服部委員 それを見ればよいのか。はい、了解です。 

○竹内課長補佐 すみません。 

○服部委員 その点が私の質問の趣旨でした。 

○竹内課長補佐 では、本文に入らせていただきます。 

 それでは、資料１と資料２を見ていただきまして、順番にご説明をさせていただきたいと思

います。 

 資料１のＡ３判の資料を見ていただくとともに、資料２の厚い資料になりますけれども、ペ

ージでいけばそれぞれの項目がございますが、厚い版の資料につきましては、前のほうのペー
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ジの振っていないところに過去の各年度の評価がございます。これは後ほどご覧いただきたい

と思っています。 

 では、本文のほうに進めさせていただきたいと思います。 

 １ページ目でございます。 

 第１といたしまして、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措置というこ

とで、事業の効率化、（１）事業費の削減度合ということで、24年度比５％以上削減というこ

とを目標にしております。 

 評定につきましては「Ｂ」という評定になっております。これは、定量的評価項目となって

おり、事業費についは、24年度比で全体で42.9％を削減し、かなり大きな削減を行っています

が、基金協会の事前協議の徹底等の取組以外の農林漁業者に対する貸付けが減少している状況

がありまして、そういった背景を受けて保険及び保証の引受けが減少したということがありま

す。こうしたことを受けて、保証、保険の支払いが減少しております。事業費の大宗を占める

保険金、代位弁済費の支出は結果として大幅に減少したということになりますが、こうしたこ

とも配慮いたしまして、Ｂ評定という評価になっております。 

 ２つ目、（２）事業費の削減に向けての取組ということで、（２）（３）（４）それぞれ農

業、林業、漁業の保証、保険業務について、（２）については「Ｂ」、（３）についても

「Ｂ」、（４）についても「Ｂ」、（２）につきましては、大口保険引受及び保険金の請求案

件に係る事前協議の審査を厳格に行ったということと、モラルハザード対策等を着実に行った

ということで評価をしております。 

 （３）につきましては、保証引受件数は減少しておりますが、より厳正な審査を行うという

債務保証審査協議会で審査を行っておりますので、そういった状況を踏まえて、Ｂ評定になっ

ております。 

 （４）大口引受案件、大口保険金請求案件について、こちらも基金協会との事前協議を実施

しております。そのほかに特別出資制度の活用、事故率の高い緊急融資資金や経営安定資金に

ついては、その都度契約を行うというような取組を行っておりますので、こういったことによ

って審査の厳格化に取り組んでいるところでございます。 

 続きまして、（５）農業共済団体に対して民間金融機関の融資を受けるよう促すための取組

ということで、業務実績のところにありますが、借入申込みが大災害時の緊急的なものかどう

かや、緊急的な対応でない場合は、民間金融機関からの融資を検討した上で信用基金から借り

入れを行うという調書を徴求して行うことになっていまして、こうした手続をきちんとやって
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いるということで、Ｂ評定になっております。 

 （６）林業寄託業務の見直しの着実な実施ということで、林業寄託業務につきましては、寄

託原資について、全額寄託返還金から確保するということで、これによって長期借入金を圧縮

するということで利払いも抑制されているということで、確実に実施しているということでＢ

評定になっております。 

 （７）「民でできることは民で」の検討ということで、農業保険業務と漁業保険業務ですが、

それぞれのあり方検討会で、民でできるものは民でできるかどうかという検証・検討を行って

おりますので、継続的に検討を行っているということです。これもＢ評定になっております。 

 続きまして、２ページ目です。 

 ２ページ目の一番上の２です。信用リスクに応じた保証・保険料率に係る信用リスク評価の

精緻な計測に向けたデータベース化を開始し与信上のデータ蓄積ということで、信用リスクに

応じた保険料について、既に導入しているんですが、それの精緻化に向けてスコアリング対象

案件に係る決算書データの蓄積を行っております。また、基金協会からの意見を聞きながらシ

ステム構築に向けて具体的な検討を進めているということで、着実に前に進んでいるというこ

とでＢ評定になっております。 

 ３、業務運営体制の効率化ということで、（１）組織体制・人員配置の見直しということで、

これにつきましては、各部門の業務の実施状況を踏まえて併任発令等を行って効率化を図って

いるということで、Ｂ評定になっております。 

 （２）効率的な研修の実施ということで、業務実績のところにあるとおり、研修を適切に行

っているということで、Ｂ評定になっております。 

 ４番目、経費支出の抑制ということで、（１）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が評価項目になっております。一般管理費については、24年度比

で14.6％の削減になっています。24年度比で、目標期間最終年度で15％という目標になってい

ます。28年度では12％削減という目標になっていまして、14.6％削減はそれをクリアしている

ということで、Ｂ評定になっております。 

 （２）業務の見直し及び効率化ということで、これは林業で取り組んだ内容です。林業者等

の出資者の持分の譲渡に当たって、郵送のコストなどが発生していましたが、出資証券を廃止

することによって郵送のコストの削減を行っています。また、書類のやりとりの関係をウェブ

サイトに掲載することで業務の方法の見直しを行っております。これについてもＢ評定になっ

ております。 
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 （３）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、26年１月から昇給を抑制し、国家公務員の給与改定を基準として給与改定を行っており

ます。的確に実施しているということですので、Ｂ評定になっております。 

 （４）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、こ

れは100を上回っておりませんので、Ｂ評定になっております。 

 次のページです。３ページになります。 

 ５、業務実施体制の強化というところで、（１）内部監査の適切な実施と改善状況のフォロ

ーアップの実施ということで、業務実績のところにありますが、以下の監査についてチェック

リストの検討・見直しを行った上で内部監査を実施したということです。無予告の内部監査や

改善のフォローアップなどを確実に行っているということで、Ｂ評定になっております。 

 （２）役員会による理事長の意思決定の補佐ということで、役員会につきましては、毎月開

催し、理事長の意思決定を補佐するということを行っております。こうした取組を行っている

ということでＢ評定になっております。 

 （３）内部統制委員会による適切なモニタリングの実施ということで、内部統制委員会を４

回開催しております。内部統制に関する事項を審議する各種委員会の報告やモニタリングを実

施するとともに、保険料や保証料の誤請求事案の報告についても内部統制委員会で報告を行っ

ているということで、内部統制委員会をきちんと運営しているということでＢ評定になってお

ります。 

 （４）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通して業務改善提案を受

け付けております。受け付けた提案に対する回答については、業務改善委員会において審議・

承認ということを行いましてウェブサイトに掲載を行っておりますし、全職員に通知して周知

を行うことで適切にコンプライアンスの推進に取り組んでいるということでＢ評定になってお

ります。 

 （５）リスク管理委員会による統合的なリスク管理の的確な実施ということで、外部有識者

を含むリスク管理委員会を設置しておりまして、統合的リスク管理規程の変更を行っておりま

す。28年３月末、28年９月末の実績に基づいたリスクの計量化もこの委員会で行っているとい

うことでございます。これを踏まえましてＢ評定になっております。 

 （６）事務リスク自主点検等を実施し業務改善へ反映ということで、８月に各部署で「点検

実施計画」を作成して、事務リスク自主点検を行っております。各部署の点検責任者から事務
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リスクの点検結果についてきちんと報告を行っているということで、こうした運用を通じて業

務を適切に取り組んでいるということで、Ｂ評定になっております。 

 （７）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を24年４月から行っております。

これに基づきまして、人事評価を確実に行っているということで、Ｂ評定になっております。 

 続きまして、４ページになります。 

 （８）評価・分析の実施、その結果の業務運営への着実な反映ということで、自己評価や主

務省等からの指摘について、定期的に年４回評価・分析を行いまして、進捗状況を適切に管理

しております。こうしたことについては、理事長が出席する役員会にも報告して意見交換など

が行われております。こういうことで着実に取組が行われているということでＢ評定になって

おります。 

 （９）情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化の取組ということで、情報セ

キュリティについては、自己点検や保有個人情報の管理状況点検などいろいろな点検を行って

おります。こうしたことを行うとともに、政府機関統一基準群を含む政府機関における一連の

対策等を踏まえた規程の整備を行って情報セキュリティの強化に努めておりますし、情報セキ

ュリティ対策の向上を図るとともに、一層のセキュリティ対策強化のために、27年度に実施し

たセキュリティコンサルティングで受けた指導・助言というものについても適切に講じている

ということですのでＢ評定になっております。 

 ６、業務運営の効率化を踏まえた情報システムの整備。こちらは、システム整備計画という

ものがありまして、このシステム整備計画を改正して、この計画に基づいた合理化・効率化に

つながるシステムの改善を着実に行っておりますのでＢ評定になっております。 

 ７、調達方式の適正化ということで、（１）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、６月に28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

しております。これに基づきまして、27年度に企画競争により複数年度で締結した監査契約を

除いて、基本的には一般競争入札により調達をしていますが、監査契約については、27年度に

企画競争により複数年度で入札を行っております。２年目以降の年度については、実際の監査

結果を踏まえて随意契約をしているということで一般競争入札にはなっていませんが、そのほ

かのものについては一般競争入札を行っているところです。28年度に締結した10件の契約のう

ち９件は一般競争入札。このうち５件が一者応札になっていますが、これについては解消に向

けた取組も行っておりますので、こうした取組を踏まえまして、Ｂ評定になっております。 
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 （２）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、４月に契約監視委員会を開催しております。そのほか契約審査会も行ってお

り、こうしたことによって契約手続が適切に図られているかということのチェックを行ってお

ります。こういったチェックによって契約が適切に行われているということで、Ｂ評定になっ

ております。 

 （３）につながりますが、こうした契約の状況については公表することになっております。

これについては適切に公表しておりますので、Ｂ評定になっております。 

 （４）監事及び会計監査人による監査の実施ということで、監事による契約に係る事前事後

のチェックについてはきちんと行われており、会計監査人による期中・期末の監査や理事長と

のディスカッションも行われているということで、Ｂ評定になっております。 

 続きまして、次のページでございます。 

 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、１つ目、事務処理の迅速化ということで、（１）保険引受審査

等業務に応じた標準処理期間の達成ということで、標準処理期間というのがそれぞれの業務で

ございます。それぞれの業務について85％以上達成できているかどうかということを検証した

ところ、全ての項目で達成しているということですのでＢ評定になっております。 

 （２）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、基

金協会との要綱協議や事前協議、現地協議等を行っているということで、基金協会との間での

情報共有・意見交換がきちんと行われているということで、Ｂ評定になっております。 

 （３）業務処理の方法の見直しということで、業務処理方法をいろいろ見直す中で、本年度

の取組において顕著だったというところについては、林業信用保証業務について、林業者の出

資者が保有する出資持分の譲渡に当たって、その都度出資に係る書式を送付しておりましたが、

利便性向上のためウェブサイトに公表・掲載という取組を行っているとともに、出資者の利便

性の向上と信用基金の事務処理の効率化ということもありまして、残高については、残高証明

書を発行することできちんとわかるようにしました。出資証券を廃止することによって、こう

した負担を軽減する取組を行っております。こうしたことによって、かなりの利用者の負担の

軽減が行われるということで、サービスの向上が図られるということでＡ評定になっておりま

す。これは「定量」ではございませんけれども「定性」で、これまでできなかったことを取り

組んだということで、Ａ評定ということになっております。 

 次が、情報の提供･開示ということで、（１）情報開示の充実を促進ということで、これは
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ホームページで情報を公表しております。そのほかにもパンフレットなどを作成して情報提供

しているということで、適切かつ着実に行われているということで、Ｂ評定ということになっ

ております。 

 （２）業務内容に応じたセグメント情報の開示を徹底ということで、これについても財務諸

表をウェブサイトにきちんと掲載しているということで、Ｂ評定でございます。 

 （３）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、信用基金

におきましては、出資者と有識者による運営委員会という委員会がございまして、運営委員会

からの意見ないし利用者からの意見なども寄せられているところで、そういったものをきちん

と把握しまして、利用者の意見を取り入れた業務改善を行っているというところでございます。

こうした取組も行っておりますのでＢ評定になっております。 

 （４）職員の勤務条件の公表。これは、ウェブサイトで公表しますのでＢ評定になっており

ます。 

 第３、財務内容の改善に関する事項、１、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）ですが、これは農業の保険業務でございますが、保険料率算定委員会におけ

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、被災地の基金協会からの災害関

連資金に係る負担軽減という要望がこれまでもありました。そういうことを受けまして、近年、

特に自然災害等が多くなっておりますので、被災農業者が経営改善の再建のために借りられる

資金の災害特例保険料率というのを導入して、利用者の負担を軽減するために保険料率を引き

下げております。そのほかに、信用リスクに応じた保険料率及び災害特例保険料率については、

保険料率の検証を行い、保険料というのは基本的に収支が均等する設計でございますので、検

証を行った結果、もう少し下げる余地があるということで引下げを行って、利用者の負担を軽

減するということで積極的に取り組んでいるということで、Ａ評定になっております。 

 ６ページの（２）（３）ですが、これにつきましては、同じように林業と漁業の保証料率・

保険料率については、それぞれの算定委員会で検討・検証したところでございます。それぞれ

が引き続き現状を維持するという結論に達しているということで、検討はきちんと行っている

ということで、いずれもＢ評定になっております。 

 （４）業務収支の黒字化に向けた保証料収入の増、これは林業保証業務ですが、保証料収入

の24年度比1.6％の増ということで、業務収支が改善されるように保証料収入を上げようとい

う目標です。長期資金の約定償還を主因とした保証残高の減少や、利用者の負担を軽減すると

いうことで保証料率の低いものを推進したということもあって、結果として保証料収入の目標
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金額には達していない状況になっています。資料２の84ページに具体的な数字が載っておりま

す。結果として、収支としては28年度ベースでは黒字にはなっていますが、目標の保証料収入

には達していない状況になっています。そういう状況ではありますが、保証料収入の拡大に向

けた取組については、林業信用保証利用拡大プロジェクトチームを設置し、林業保証普及キャ

ラバンの実施などによって保証を増やす努力も行っておりますので、そういったことも踏まえ

まして、Ｃ評定になっております。 

 （５）適切な貸付金利の設定、これは農業・漁業の信用保険業務です。基金協会に対する貸

付金利をきちんと設定するということで、これは、市中金利を踏まえて設定する基準を設けて

おりますので、これに基づいて設定しているということでＢ評定でございます。 

 （６）こちらは農業・漁業の災害補償関係業務です。これは共済団体に対する貸付けですが、

市中金利を踏まえまして、金利の設定の考え方を少し見直しまして、それに基づいてきちんと

設定しているということで、Ｂ評定になっております。 

 ２、引受審査の厳格化等。こちらは、（１）（２）が農業信用保険業務、漁業信用保険業務

になります。これも大口案件に係る事前協議をきちんとやっていますということで、Ｂ評定に

なっております。 

 （２）も同じように、モラルハザード対策を取り組んでいるということでＢ評定です。 

 （３）保証審査や求償権管理回収に係る研修会の開催。これは、農業、林業、漁業それぞれ

が審査や回収に係る研修会をきちんと行っておりまして、そういったことによって審査や回収

を行う職員の育成にもつながっていますし、参加者のニーズも高いということできちんとやっ

ておりますので、Ｂ評定になっております。 

 続きまして、７ページでございます。 

 （４）信用基金の相談機能の強化。これにつきましては、基金協会の事前協議や現地協議を

行うほかに相談窓口で必要に応じて相談に応じているということで、Ｂ評定。やるべきことを

やっていますということです。 

 （５）は林業保証業務の関係ですが、審査の厳格化、保証先のフォローアップということで、

審査件数は減少しているんですが、債務保証審査協議会で、新規案件についてはきちんと審査

を行っているということで、適切に対応しておりますということで、Ｂ評定になっております。 

 ３番目で、モラルハザード対策。モラルハザード対策については、（１）（２）が農業、漁

業の保険業務、（３）が林業保証業務に係るもので、農業につきましては、畜特資金や農業経

営負担軽減支援資金については既往債務の返済に充てる資金ということで、事故率が高いとい
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うことで部分保証を導入しております。こうしたことによってモラルハザード対策を講じてお

ります。これまで導入したこれらの対策の検証についてもきちんと行っております。Ｂ評定に

なっております。 

 （２）は漁業ですが、緊急資金については一定の責任を金融機関に求めるということで、特

別出資を実施しております。あと、モラルハザード対策についての検証についてもきちんと行

っておりますのでＢ評定になっております。 

 （３）は林業ですが、金融機関の責任を求めることで代位弁済リスクの軽減が期待される部

分保証の拡大に努めております。こうしたことに努めておりますので、Ｂ評定になっておりま

す。 

 ４番目、求償権の管理・回収の強化等ということで、（１）が農業、（２）が林業でござい

ます。 

 （１）につきましては、目標33億7,200万円に対して25億6,100万円ということで75.9％とい

う結果になっております。ただ、回収の対象となる保険金支払に係る基金協会の求償権残高が

今期の目標設定時よりもかなり下回っていることと、大口資産処分が減っていることもありま

して、回収目標に対して目標に達成していませんが、回収率につきましては、ここ４年連続で

増えているということで、回収割合が増えているということで、目標とは必ずしも一致してい

ませんが、回収は進んでいるということで、Ｃ評定になっております。 

 （２）は林業保証業務ですが、こちらも求償権回収目標が３億5,300万円に対して実績は１

億9,700万円で、達成率は55.9％。こちらも同様に求償権残高が目標時よりかなり下回ってい

るということで、不動産の売却による回収もなかなかうまく進んでいないことから達成できて

いませんが、先ほどの農業も同じですが、回収率を見てみますと４％であり、前中期目標期間

の平均が3.6％ということですので、それよりは十分回収は進んでいるということを踏まえま

して、Ｃ評定となっております。 

 次のページに進ませていただきます。 

 （３）は漁業の保険業務ですが、こちらは、農業や林業とは異なり、目標に対して達成率が

110％ということで、目標を達成しているということで、Ｂ評定になっております。 

 （４）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、こちらについてはサービサーへの委託に当たっては回収委託基準というの

を設けておりまして、それに基づいてきちんとやっているということで、Ｂ評定になっており

ます。 
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 （５）保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収ということですが、これにつきましては、

残念ながら林業保証業務について保証料の過徴収や一部未徴収事案が発生したということもあ

りますので、こうした残念な案件が発生しているということでＣ評定になっております。これ

については、再発防止策を講じて取り組むということが重要になっておりまして、基金内でも

再発防止策を取り組んでいるところでございます。 

 ５、代位弁済率・事故率の低減ということで、（１）（２）（３）とありますが、これは農

業、林業、漁業それぞれの目標になっていて、これは目標が中期目標期間中に、例えば農業で

あれば0.12％以下にするという目標になっていまして、毎年0.12％ということではなく、中期

目標期間に引き受けた保険が、その期間中に事故になる率を目標にしています。毎年この率が

少しずつ増えていくということになりますが、目標に対して、農業は0.04％、林業は1.07％で、

４年目の時点でもまだ中期目標期間の率を超えていない状況であるのでＢ評定になっておりま

す。 

 ６番、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ということで、貸付け

について迅速・的確に処理するということで、迅速・適切に処理することができておりますの

でＢ評定になっております。 

 ７番で宿舎の廃止。これは、宿舎の廃止計画をつくっており、これに基づいて廃止を行って

おります。手続を進めておりますのでＢ評定になっております。 

 ８番は、農業融資業務に係る国庫の納付ということで、これは実施済みのため、本年度の評

価にはなっておりません。 

 ９ページです。 

 第４、その他の業務運営に関する重要事項。これは、評価の対象外になっております。 

 第５、予算、収支計画及び資金計画ということで、これは予算に基づき業務運営を実施して

おりますので、Ｂ評定になっております。 

 第６～第９は、評価の対象になっていないです。 

 第10、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、２、人員に関する指標

ですが、人員に係る指標については、中期計画期末の見込みは113名ですが、現在は107名とい

うことで、必要に応じて新規採用者を採用するという計画的な取組を行っております。Ｂ評定

になっております。 

 （２）人材の確保ということで、これは専門知識を有する人材を確保するということも取り

組んでおりますのでＢ評定。 
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（３）人材の養成ということで、研修等によって職員の能力向上を図るとともに適切な人事

配置を行っているということでＢ評定になっております。 

 ３、積立金の処分に関する事項について、漁業の信用保険勘定、漁業災害補償勘定について

は、当期純損失の損失の補填に充てており、中期目標の達成に向けて着実に取り組んでいると

ころです。 

 以上で、28年度評価の各項目についての評定についてご説明させていただきました。 

 それでは、これにつきまして順番に１ページに戻っていただいてご意見を伺いたいと思いま

す。お願いします。 

 まず、資料１の１ページで何かご意見ございますでしょうか。 

○服部委員 その前に評価方法がやはり気になります。参考資料１の総務大臣決定の指針の８

ページ目ですが、一番最初に質問しましたが、原則としてＳからＤの５段階で評価する。それ

から、なお書きでＳがないＡ～Ｄの４段階で表記をしてもよいと書いてあり、そのなお書きの

ところは、財務内容の改善に関する事項とその他業務運営に関する重要事項のうちと書いてあ

るので、この資料１の取りまとめ表の５ページと９ページの第３、第４と書いてあるところは､

場合によってはＡ～Ｄの４段階評価をしてもよいとあるので、本来のＳ～Ｄの５段階評価で

「定性」という評価方法と「定量」という評価方法の両方があるのですね。そうすると、なお

書きのところは第３と第４項目の中で、ここに５段階評価と４段階評価が混じってませんか。

その第３と第４の評価項目の評価区分に「定量」と「定性」と両方あるので少し頭が混乱して

ますが、同じ「Ｂ」でも実はなお書きの「Ｂ」とそうでない本来の「Ｂ」とが混じってません

か。片や「Ｓ」がない。本来のほうは「Ｓ」があるなかで、同じ捉え方をしてよいのですか。 

○今城課長補佐 財務省としての捉え方なんですけれども、財務省としては、基本的に全てＳ

～Ｄの評価をさせていただいていまして、ただ、定性的なものについては、そもそも120％以

上というのがＡ評価で、さらにそれよりいいものが「Ｓ」なので、定性のもので120％、かつ

顕著な効果というものがなかなか定性のものではもともと出づらいだろうということで、事実

上は「Ｓ」はないという整理をしていまして、特になお書きのところに書いてあるんですけれ

ども、Ａ評価をつけるものについては、目的の水準をまず満たしているというのが前提になる

んですが、これは全体的にＢ評価をつける。ただ、定量的でわかるものについては120％を超

えていればＡ評価をする。定性のものについては、難易度が高いものというのは、これをクリ

アするだけで基本的にかなりの効果を上げているだろうというふうに理解できますので、Ａ評

価をつけていいのではないかというふうに理解をしていますので、基本的にはＳ～Ｄで評価を
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していただいて、財務内容とか…… 

○服部委員 この２つの項目の一部のことですね。 

○今城課長補佐 はい。高い目標のものをクリアしているというのであれば「Ａ」をつけても

いいというふうに理解していますので、基本達成で「Ｂ」という形で考えています。 

○服部委員 そうすると、この資料１の５ページの第３のところの一番下の（１）の「定性」

がＡ評価ですね。これは、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価でＡ評価なのか、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価

で「Ａ」なのか、どちらですか。 

○今城課長補佐 我々としては、受け取ったときの受け止めとしては、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの

中で「Ａ」をつけれた理解です。 

○服部委員 ということで、いつの間にかなお書きの評価が入っていて、それでＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄという評価がされたところがあるのか無いのかということを最初に聞きたかったんですが。 

○竹内課長補佐 それはないです。 

○服部委員 はい、わかりました。 

○竹内課長補佐 最初のＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのところで評価していますし、下の評価基準を４

段階にしたというような評価はしていないです。 

○服部委員 わかりました。 

○竹内課長補佐 すみません。 

○服部委員 それでは、始めてください。１ページ目。 

○竹内課長補佐 １ページ目、何かございますでしょうか。 

○服部委員 １ページ目の第１の１の事業の効率化の（２）～（４）の３つなんですが、引受

審査の厳格化をきちっとされましたということですね。 

○竹内課長補佐 はい。 

○服部委員 厳格化というのは、審査基準を厳しくしているのか、基準は変えずに精緻に評価

をしているのか、どちらか気になったということです。というのは、後のほうにも厳格化とい

うのが出てくるので、毎年厳しくしていると、去年は通ったのに、今年は同じ内容で落ちたと

いうことが起こっているとまずいと思って尋ねました。今年はこの様な基準で審査するという

宣言をされていたら、問題ないと思いますが、その辺は審査される側でどうされてますか。 

○髙野総括理事 最初に、まずお礼の言葉を申し上げておきたいと思います。本日は大変お忙

しい中、私ども信用基金の評価に、お忙しい先生方にお集まりいただきましてご審議いただい

ているということにつきまして厚く御礼を申し上げたいと思っております。 
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 そこで、今、先生のお尋ねでございます審査の厳格化ということで、これは基準が変わって

いるのかどうかというお尋ねでございますが、これは基準が変わっているというわけではなく

て、毎年度毎年度しっかり、例えば林業の審査協議会というのがございます。そういった協議

会で厳正な審査を毎年きちんと行っているということをこのような表現でしているというふう

にご理解いただければと思っております。去年よかったものが今年だめになるとか、そういう

わけではございません。 

○服部委員 そうすると、業務実績のところで「厳格化」と書いてありますが、そうではなし

に、毎年厳格に審査しているということですね。 

○髙野総括理事 そのようにご理解いただければと思います。 

○服部委員 わかりました。私は１ページは以上です。 

○竹内課長補佐 よろしいでしょうか。 

○関委員 すみません、全くの素人質問みたいで本当に申し訳ないんですけれども、１の

（１）で、農林漁業者への貸付けが減少基調にあることを背景として保険とか引受けの減少が

あって、それで減少しているから評価されているということですね。ですが、貸付けが減少し

ているということは、評価できることなのでしょうか。これはどういうふうに読み取ればいい

んですか。 

○髙野総括理事 では、ちょっと法人のほうからの受け止めということでございますけれども、

そもそもこの目標自体は、ここに書いてあるとおり事業費、すなわち当基金の事業費と申しま

すと保険金や代位弁済費等々でございます。こういったものを24年度対比で削減するという目

標を掲げておるわけでございますが、結果的には、数字的には達成できている。ただ、その背

景として、今先生もお話ございましたとおり、農林漁業全体の貸付けの減少が大きく、これは

やっぱり農林漁業の状況がまだなかなか芳しくないというところがございます。したがって、

資金需要が、最近国の政策がございますので、いろいろ改善されている点はあろうかと思いま

すが、基本的にはかなりまだ厳しい状況が続いておるということがございますので、なかなか

資金需要が伸びていない、減っている。それに伴って、私どもの保証あるいは保証保険といっ

たものの引受けも右肩下がりが続いている。それによって、引受けが減れば、当然その後の支

払いも減るわけでございますので、結果的に支払いも減ったので事業費削減になったというこ

とでございます。となりますと、確かに数字だけ見れば大幅な削減ということで、これ、よく

やったねということになるかもしれませんけど、その背景のところは決してそういうことでは

なかろうということで私どもＢ評価をしておりますし、主務省の場合でもそういうふうにお考
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えいただいているかというふうに感じております。 

○関委員 そうすると、これは農林水産業が不活発になっていくということの一つのあらわれ

なのかなというふうに読んでしまったんですが、それはそういう状況があるということなんで

すかね。 

○髙野総括理事 引き続き農林水産業はまだ厳しい状況が続いておるということのあらわれと

いうふうに私どもは思っております。 

○関委員 わかりました。ありがとうございます。 

○服部委員 どんどん産業規模が縮小していることのあらわれだと思います。だから、日本は

その状況でよいのかということですね。 

○竹内課長補佐 ほかにありますでしょうか。 

○千年委員 全てにあてはまることですが、要は、自分の努力でできるところとは別に、景気

動向などほかの状況によって数字がたまたまよくなるというのがあり得ると思います。しかし、

記載においてそういったことがちょっと伝わりにくいところがあるかもと感じます。難しいと

ころはあるのでしょうけども。 

○髙野総括理事 まさに先生が今ご指摘いただいたように、私ども農林漁業信用基金の事業費

というのが、信用基金自体の取組で減らせるものかというのがございまして、正直言うとかな

り難しいという点はあると思いますが、ここは独立行政法人共通に、事業費を削減するという

政府のお考えでこのような目標を定められておりますので、このように取り組んでおるという

ことでございます。 

○竹内課長補佐 よろしいでしょうか。 

○高田委員 （２）の、評価に至った理由の２行目には、「審査の厳格化」とあります。片や、

（３）の、評価に至った理由の２行目では、「より厳正な審査」とあります。「厳格」と「厳

正」を使い分けておられるような印象を受けるのですが、これらの使い分けを意識されたのか

どうか教えていただければと思います。 

○髙野総括理事 よろしいでしょうか。今、「厳格」と「厳正」の言葉の使い分けをしている

のというお尋ねでございますが、正直申しまして、あまり意識して使い分けているわけではご

ざいません。 

○高田委員 そういうことならば、（２）でも「厳格化」という用語よりも、「厳格な審査」

とでも表現するほうが誤解を招かないと思われますがいかがでしょうか。 

○髙野総括理事 先生のご指摘はそういうことだというのは受け止めさせていただきましたが、
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ここのは、要するに、主務省から示されております中期目標の中で引受審査の厳格化をしろと

いうご指示をいただいているものですから、このように書いております。 

○高田委員 一旦厳格化して、適切なレベルに達したら、それを維持すれば足りるわけですか

ら、初年度において厳格化し、２年度以降は厳正に対処しておりますと表現すれば中期目標に

適合するのではないかという思いはありますが、了解しました。 

○髙野総括理事 まさに先生のご指摘のとおりかと思います。ありがとうございます。 

○服部委員 私は「厳正」と「厳格」の両表現で一体基準がどうなっているのかお聞きしたか

った訳です。わかりませんでしたので。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。評価書を書くに当たっては再度精査させていただき

たいと思います。 

 進めさせていただきます。２ページ目はいかがでしょうか。 

○服部委員 １つ、一番上の引受件数は３万５千余件あったということですが、これだけ多い

中で、個々にリスクが高いとか低いとか判断しなければならないわけですね。このときに、今

はやりのいわゆるビッグデータというか、そのたぐいのデータベースがあると思うので、今後

は審査の厳格化を踏襲する中で、ＡＩ技術を取り入れた審査を行うといった計画はおありです

か。もちろん、これには費用が掛かりますが、スコアリングやその他のリスク評価の精緻な計

算に向けてと書いてあるので、そういうところにＡＩテクノロジを使うと、審査がより楽にな

るし、ミスも少なくなるのではと思い、お聞きしました。 

○毛利農業管理室長 お答えします。 

 ここの信用リスクに応じた保証・保険料率は、これは借入者の経営努力を反映した料率を設

定すべきではないかということで検討を進めているものです。現在のこのやり方は、借入者の

財務諸表から一定の定量的な項目と定性的な項目を合わせてスコアリングをして、一定の評点

が高い経営のいい方について料率を優遇するというようなスタイルにしています。もう少しこ

このところを精緻化を図るということで、今後、一般的に行われているような倒産確率といっ

たデフォルト率で借入者の信用力を評価できないか今後検討していきたいというふうに考えて

おります。そのため、データベース化を進めて、その準備を進めているということです。 

○服部委員 そのデータベース化はもちろん進めることでよいと思いますが、その結果、１年

後、２年後に経営がどうなったかという情報もお持ちでしょうから、同じ財務諸表であったの

に、Ａ社は行き詰まった、Ｂ社は滞りなく返済されてよかった、何が違うのかなというそうい

うデータも含めて最初に料率を決めるときにＡＩ技術で判断されたら、関わった方全てがより
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ハッピーになるのではないかと思った次第です。それにはものすごく投資しなければならない

ので、費用対効果を気にしつつデータベース化していかれた方がよいのではないかということ

です。 

○毛利農業管理室長 そういった方向にできるかどうか分かりませんが。 

○服部委員 もちろんそれを検討されたらということです。 

○毛利農業管理室長 なかなかお金もかかることですので。 

○服部委員 その通りですが、信用基金の経営上でこの点が一番影響すると思いましたので。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

 ２ページはいいですか。 

○高田委員 （２）の業務実績の表のところで※印がついているところで「無償」との注書が

あります。これとの対比で、能力開発研修と法令遵守等については、※印がないので、「有

償」であるとの理解でよろしいのでしょうか。また、これは参加料が無償という意味なのでし

ょうか。 

○髙野総括理事 法令遵守研修、これは外部の講師を招いて、信用基金の役職員が一堂に会し

てそこでお話をお聞きする。そういう意味で外部講師を招いたことで有償になったということ

でございますし、また、融資法務基本研修というのは、これはほかの団体が行っております研

修に有償で参加する、職員を派遣すると、そういう意味でございます。 

○高田委員 なるほど。この有償というのは、講師料が有償という意味で使っておられたので

すね。 

○髙野総括理事 そうです。※印がついておりますのは内部講師、私どもの役職員が講師とな

って講義を行うというもので、有償というのは外部の方にお金を支払っていると、そういう意

味です。 

○高田委員 分かりました。 

○髙野総括理事 申し訳ございません、わかりにくい表現で。 

○高田委員 いや、私の理解力不足です。ありがとうございます。 

○竹内課長補佐 進めさせていただきます。３ページございますでしょうか。 

○服部委員 ３ページの５の（３）内部統制委員会がきちっとチェックしているということで

すが、主務大臣による評価ではいろいろな資料の報告を受けたり見たりしてＢ判定と評価しま

したよとなっているのですが、このときに内部統制委員会というのは議事録等はつくっている

のですか。それと、つくった議事録を確認されて、Ｂと評価するよとされたのかどうか。 
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○竹内課長補佐 議事録は作成いたしております。 

○服部委員 それを見られたということですね。 

○竹内課長補佐 全てを見ているわけではないんですけれども。 

○服部委員 分かりました、それで十分です。 

○竹内課長補佐 進ませていただきます。４ページはいかがでしょうか。 

○関委員 （９）のところなんですけれども、非常にセキュリティ対策を行っているというこ

とはわかったんですが、それでも多分何か起きることというのはあると思うんですが、何か起

きたときの体制の整備ということはどういうふうにされていますか。 

○髙野総括理事 何か起きたときのインシデント発生時の対応ということでございます。まず、

当然のことながら、関係機関との情報共有ということをしなければいけませんので、主務省に

対する報告を直ちに行うということですとか、当然、法人内における一番トップ、理事長まで

の報告体制というものを整備するということでございます。それに加えて、実際インシデント

が発生いたしましたときに、外部の業者との連絡・連携をとって直ちに対応していただけると

いうような体制の整備ということをやっております。 

○関委員 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す。 

○高田委員 調達、７の（１）、複数年度に亘る契約の締結の件ですが、途中で業者さんの側

に不祥事が生じた場合の対応は制度化されているのでしょうか。例えば、途中で打ち切って損

害賠償請求するとか、対応方針は定まっているのでしょうか。 

○竹内課長補佐 監査契約の話だと思います。 

○髙野総括理事 今のご指摘、監査契約のことかと思いますが、監査契約、先ほど竹内課長補

佐からご説明ございましたとおり、一応３年間の契約期間を想定して競争入札したんですけれ

ども、実際の契約につきましては単年度契約をするというのが独立行政法人の仕組みがそうな

っていますので、そういう契約をしております。２年目あるいは３年目の契約を行う際には、

初年度における監査の実施状況を改めて見て、これは続けて問題がないかどうかということを

見た上で、この契約審査会に諮って随意契約を結んだということをしております。したがいま

して、今先生からご指摘のあったような、仮に監査法人に不祥事があったと、最近いろいろな

ことが起きていますが、いろいろ問題があったという監査法人がございましたら、当然そこと

の契約は打ち切り、次の年の契約はしないということにいたしております。 

○高田委員 ご説明、ありがとうございます。 
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○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

 次のページに行かせていただきます。５ページですが、ありますでしょうか。 

 ６ページはありますでしょうか。 

○服部委員 ６ページの（４）ですが、積極的に使ってもらえるようにＰＲすることはよいと

思いますが、目標達成のために借りる必要がそれほどなかったのに借りてよねとか、そういう

話になったらまずいので、ＰＲキャラバンをどんなスタンスでされてますかお聞かせ下さい。 

○櫻井林業管理室長 林業管理室の櫻井と申します。 

 まず、先生のご懸念のようなことは一切やっておりません。 

 それから、キャラバンにつきましては素材生産業者、きこりの方々はいつも山のほうに行っ

ておりますが、素材生産業者の各地区の集まりがございます。そういうところに素生協の方々

と一緒に行って基金の制度の説明、素材生産業者用の保証商品等も開発してございますので、

そういうものを定期的に回って説明しております。 

○服部委員 わかりました。業者の方がご存じないところにこのようなサポートがありますよ

というスタンスでしておられるということですね。 

○櫻井林業管理室長 はい。 

○服部委員 素材生産業者が集まるところというのは、県森連といった集まりとはまた別なと

ころですか。 

○櫻井林業管理室長 各県の素生協様とかそういうところの地区の会議室をお借りいたしまし

て制度説明をさせていただいております。 

○服部委員 わかりました。しっかりやってください。 

○竹内課長補佐 ６ページよろしければ、７ページいかがでしょうか。６ページまだあります

か。 

○千年委員 ちょっと私の勘違いかもしれませんけど、（４）についてはＣ評価で、保証料収

入の増がない、保険料収入の拡大に向けてと書いてありますけれども、これは保証料のみで、

保険料とは違うんですよね。 

○竹内課長補佐 （４）は林業だけなので、保証料収入だけでございます。林業保証の収支の

改善のために、収入である保証料をどんどん増やしましょうという目標になっていますので、

それに対する数値として金額ベースでいくと未達だったということでございます。 

○千年委員 了解しました。 

○服部委員 これは福島の数値も入れているのですか。 
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○竹内課長補佐 福島の災害ということですか。 

○服部委員 そうです。要するに、大変で借りるとかそんな話どころではない東北６県の林業

者かな。 

○櫻井林業管理室長 問題の意図がよくわからないのですが。 

○服部委員 こういうところで貸し付ける件数が減ってきているのは、災害の影響かどうか。 

○櫻井林業管理室長 おっしゃるとおりでございます。 

○竹内課長補佐 進めさせていただきます。７ページ、いかがでしょうか。 

○服部委員 ７ページのモラルハザード対策の（３）なんですが、いろいろなサポート、5000

とかログ・プロダクツ3000等でいろいろ保証の拡充に努めておられるということなんですが、

政府が再興戦略というのをつくっていますね。 

○竹内課長補佐 はい。 

○服部委員 この中で林業が疲弊しているので、林業・木材産業の活性化のために、ＣＬＴと

かＣＮＦという具体的な言葉が出て、それらを開発・実装していこうと書いてありますが、再

興戦略という政府の方針がこういうところでの営業活動というか普及活動に寄与しているのか

どうか如何でしょうか。 

○櫻井林業管理室長 当然、再興戦略に沿った形で私どものほうもやっております。ＣＬＴに

関しましては既に保証商品がございますので、それの普及活動をやっております。 

○服部委員 はい、わかりました。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

○高田委員 ４の求償権の管理・回収の強化等のところで、回収実績の動向についての評価で

すが、これは、根っこになっているもの、つまり未回収残高自体の劣化の有無は把握されてい

るのでしょうか。例えば、長期間に亘って回収がなされていないものがあるとすれば、それは

きちんと管理されているのでしょうか。 

○竹内課長補佐 農林業全てですか。 

○高田委員 （１）と（２）両方ですね。回収率で見ていますので、回収率で見るということ

は、残高があるということですから、その残高自体に根雪みたいな部分、つまり長期間に亘っ

て未回収状態にあり、どんどん経年劣化していくというようなものがあるとすると、それもモ

ニターし、評価せざるを得ないのではないかと思われますので、ご質問させていただきました。 

○竹内課長補佐 いかがでしょうか、信用基金の方。 

○毛利農業管理室長 農業に関して言いますと、基本的に求償権は基金協会のほうで持ってい
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るので、信用基金としては保険金を支払った後、協会の求償権の管理状況の報告は受けていま

す。経過年次ごとの回収率というのは把握しているので、傾向はわかりますが。 

○高田委員 いえ、別にそれを求めているのではなくて、信用基金に財産として帰属するので

あれば、何らかの形で報告を受けてもいいのかなと思う次第です。 

○毛利農業管理室長 財産として帰属という意味では、林業はまさに求償権として保有します

が、農業の場合は保険金を支払ったら後は基金協会が求償権を管理します。 

○高田委員 そうであるとすると、財産として信用基金に帰属している部分については、報告

を受けてもいいのではないかなと思う次第です。資産の保全は内部統制の目的の１つですので。 

○竹内課長補佐 恐らく求償権というのは信用基金独自で権利として持っているので、求償権

の管理は信用基金がされるんだと思います。当然のことながら、融資機関とともに現場の状況

は把握するということでいいんでしょうか。 

○櫻井林業管理室長 林業でございます。林業は、求償権につきまして償却規程がございまし

て、それに則って償却しております。それにつきましては決算書の中に盛り込みますし、財務

省にご報告するとともに、監査法人に毎年監査していただいて適正に処理しておるという状況

でございます。 

○高田委員 となると、一定期間回収できなかったら償却してしまうから残高の健全性は確保

されているということですね。 

○櫻井林業管理室長 はい、規程上そういうことになっております。 

○高田委員 分かりました。 

○竹内課長補佐 進めさせていただきます。８ページです。 

○服部委員 （５）、上から３つ目ですが、ここで保証料の過徴収と一部未徴収事案があった、

ほかもあったと書いてありますが、この保証料の過徴収とか一部未徴収事案というのはどれく

らいあったんですか。 

○櫻井林業管理室長 林業部でお答えいたします。 

 まず、大変お恥ずかしい不祥事であり、お詫び申し上げます。①、②ともヒューマンエラー

でございます。 

①につきましては、担当者が保証料率の設定を間違えまして、そこをチェックする機能が今

までなかったというミスでございます。実際、過徴収分が109,000円ございまして、一部未徴

収分41,846円というのは、最終的に徴収できなかった金額でございます。これにつきましては、

下に書いてありますとおり、弁護士等に相談した結果、これ以上の徴収は無理だということで



25 

上司、上席に報告し、やむを得ないという結果になったものでございます。 

○服部委員 ②については何件でいくらと書いてあるのでそれでわかるんですが、①は金額が

書いてあって件数が書いていないので、１件でこれだけあったのか、何件あったのかという、

そういう質問です。 

○楠田企画推進課長 ①のほうも、実は過徴収と未徴収がそもそも最初に１件ずつございまし

て、その後にさかのぼってまた検証し直した結果、この１件ずつが発覚したということになっ

ています。 

○服部委員 わかりました。 

○竹内課長補佐 進めさせていただきます。 

○服部委員 あともう一つ、５、代位弁済率の項目の（１）～（３）までですが、弁済率の目

標設定と実績が出ていますが、林業が一番値が高いですね。この様な値に設定されているとい

うことは、裏返すと、林業が一番リスクが大きいという意味ですか。 

○髙野総括理事 ここで示しております事故率、代位弁済率につきましては、過去の実績を踏

まえて設定しておりますので、まさに今先生ご指摘のような…… 

○服部委員 林業が一番リスクが高いということに。 

○髙野総括理事 結果的にそういうことになっております。 

○服部委員 はい、わかりました。 

○竹内課長補佐 大数の法則もありますので、ボリューム感の影響もあるのではないかとは思

いますが、いずれにしても、過去の実績に基づいています。 

○服部委員 経営につまずいているのが多いということですね。 

○竹内課長補佐 そういうことだと思います。 

○服部委員 はい、わかりました。 

○竹内課長補佐 ９ページ、何かありますでしょうか。 

 それでは、一通り説明させていただきました。先生方のご意見も踏まえつつ最終的に評価を

したいと思いますが、現時点では71項目中、「Ａ」が２、「Ｂ」が58、「Ｃ」が４、「対象

外」が７ということです。それを数値化して総合評価となりますが、見ていただいたとおり大

部分が「Ｂ」となっていますから、総合的にＢ評定ということになっています。 

 これが、28年度評価ということで、今後取りまとめをさせていただきたいと思います。 

 それでは、１つ目の議題が終わりましたので、ここで休憩をしたいと思います。この時計で

11時まで休憩させていただいて、11時から再開したいと思います。 



26 

午前１０時５５分 休憩 

午前１１時０１分 再開 

○竹内課長補佐 それでは、後半を進めさせていただきたいと思います。 

 先ほどは28年度業務実績評価でしたが、今度は資料３、資料４を使いまして、25年度～29年

度の中期目標期間に見込まれる業務実績に関する評価ということになります。 

 25年度～28年度は実績がありますので、それを踏まえつつ29年度の見込みを立てて評価をす

ることになります。 

 今年度で中期目標期間は終了しますので、今回の見込評価を行った後、30年度以降の新たな

中期目標を設定するという作業に入ります。それをつくるに当たって、これまでの評価を踏ま

えつつ新たな目標をつくっていくということになりますので、そのために見込評価を行うこと

になっています。項目については基本的に同じですので、項目についての説明を少し割愛させ

ていただく部分もあろうかと思います。 

 まず、資料４ですが、３枚めくってもらうと、中期目標期間の評価という一覧表があります。

これがこれまでの評価の経過と、先ほどの28年度の実績評価（案）を落とし込んだものに加え、

それを踏まえて見込評価をしたものを一覧表にしています。これまでの評価を踏まえて見込評

価を行うことになります。 

 ただし、25年度については評価の基準が違っていまして、Ｂ評定というのが26年度以降は基

本となっておりますが、25年度まではＡ評定が基本になっています。「Ａ」が今の「Ｂ」に当

たるような基準になっていまして、少し評価の基準が違っています。26年度以降は独法改革が

行われた後の主務大臣が行う評価の基準になっていますので、そこは誤解のないようにしてい

ただきたいと思っています。 

 では、資料３に基づいてご説明させていただきます。早口になるかもしれませんが、ご了解

願います。 

 １番目、業務の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置ということで、事業の削減

度合につきましては、先ほどの年度評価と同じように、数字的には十分達成できておりますが、

保証の引受けや保険の引受けの減少等も影響しておりますので、これまでの評価を踏まえつつ

Ｂ評定になっております。 

 （２）（３）（４）については、事業費の削減に向けての取組ということで、先ほど言葉の

違いがあるのではないかというご指摘もいただきましたが、これまでもそれぞれ取り組んでき

ておりますので、そういったことを踏まえまして見込評価もＢ評定になっております。 
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 （５）ですが、共済団体の部分についても、これまでもきちんと対応してきておりますので、

Ｂ評定になっております。 

 （６）ですが、寄託原資の取扱いについても、毎年取り組んできておりますので、それを踏

まえましてＢ評定になっております。 

 ２ページ目です。 

 ２ページ目の（７）についても、それぞれの検討会を行いまして毎年検証してきております

ので、そういったことを踏まえましてきちんと見直しについて取り組んでいるということで、

Ｂ評定ということです。 

 ２、信用リスクに応じた保証・保険料率の導入ということで、先ほどの28年度評価について

はＢ評定ということだったんですが、この項目につきましては、中期目標期間に信用リスクに

応じた保証・保険料率の導入を検討するというような目標でございました。目標については、

中期目標期間中に検討して何らかの対応をするということだったのですが、検討し、27年度の

４月に導入したということで、早い時期に導入に取り組んでおりますので、そういったことを

踏まえましてＡ評定になっております。導入もしましたし、それをさらに精度を上げるために

新たな取組も行っているということでＡ評定になっております。 

 ３、業務運営体制の効率化。（１）組織体制については、併任発令等はこれまでもずっとや

ってきておりますので「Ｂ」ということです。効果的な研修については、研修をきちんと的確

にやっています。Ｂ評定になっております。 

 ４、経費支出の抑制については、24年度比で15％以上ということですが、これは29年度が終

わった時点で15％以上という目標になっていますが、28年度時点で14.6％ということで、見込

みとしても達成できるであろうということでＢ評定になっております。 

 （２）業務の見直し及び効率化については、先ほど、経費の支出という点で出資証券の廃止

やコスト的に見直した部分です。これまでもいろいろな見直しをしています。引き続きやって

きているということで、Ｂ評定になっております。 

 ３ページでございます。 

 （３）総人件費削減、これは引き続き継続的に行っておりますのでＢ評定で、（４）ラスパ

イレス指数も100以下ということで、Ｂ評定になっております。 

 ５、業務実施体制の強化ということで、これは内部監査はきちんとやってきておりますので、

Ｂ評定になっております。 

 （２）役員会についても、早期に導入いたしまして定期的に実施していくということで、Ｂ
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評定になっております。 

 （３）内部統制委員会についても、27年４月に設置をいたしまして、定期的にモニタリング

等を実施してきているということで、Ｂ評定になっております。 

 （４）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、これもコンプライアン

ス委員会等を設置してコンプライアンスを進めてきているということで、Ｂ評定になっており

ます。 

 （５）リスク管理委員会についても、統合的なリスク管理というのを定期的に行っておりま

すので、Ｂ評定になっております。 

 ４ページです。 

 （６）事務リスクの自主点検、これも毎年、自主点検を行いまして、その点検結果について

は委員会に報告しておりますので、それは定期的に行っているということでＢ評定になってお

ります。 

 （７）目標の導入に向けた人事評価制度ということで、これは24年度から人事評価制度を導

入して、それに基づいて人事評価を行っているということで、Ｂ評定になっております。 

 （８）評価・分析の実施ということで、25年度からは３回だったのを４回に増やすというこ

とで、これも回数も増やして継続的に行っているということで、Ｂ評定になっております。 

 （９）情報セキュリティにつきましては、政府機関統一基準群を含む一連の方針等を踏まえ

て規程については必要に応じて見直しを行っておりますし、自主点検にも取り組んでいるとい

うことで、Ｂ評定になっております。 

 ６、業務運営の効率化等を踏まえた情報システムの整備。このシステムについては、先ほど

も同じようにシステムの整備計画を策定しまして、それに基づいて随時整備を行ってきている

ということでございます。Ｂ評定になっております。 

 ７、調達方式の適正化。（１）調達等合理化計画に基づく一般競争入札ということで、これ

も一般競争入札を原則として行っております。監査の関係で企画競争を行って、それに基づい

た随意契約というものもありますが、一般競争入札をきちんとやってきております。また、一

者応札については、その改善に向けて取組も進めてきておりますので、Ｂ評定ということにな

っております。 

 ５ページです。 

 （２）契約監視委員会の事後点検、これも契約監視委員会や契約審査会ということを確実に

実施してきているということで、Ｂ評定になっております。 
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 （３）取組状況については、ウェブサイトで公表を行っておりますので、Ｂ評定。 

 （４）監事及び会計監査人による監査の実施ということで、監査についてはきちんとチェッ

クを行って、理事長等のディスカッションを行っているということで、Ｂ評定。 

 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に関する目標ということです。

１、事務処理の迅速化ということで、（１）保険引受審査等業務に応じた標準処理期間の達成。

これは標準処理期間に対して85％以上処理することを目標にしていましたが、それについては

きちんとできているということで、Ｂという評定になっております。 

 （２）保険引受や支払審査等についての情報共有、これも基金協会などと事前協議や現地協

議を適切に行っておりますので、定期的にやっておりますので、Ｂ評定になっております。 

 （３）業務処理の方法の見直しということで、これについては、毎年度、利用者の手続面で

の事務コストの低減ということで業務方法の改善の見直しを行っています。それに加え、28年

度については、これまでできなかった取組ということで出資に関連する書類をホームページで

ダウンロードできるようにしたり、基金協会から信用基金への保険通知等に係るデータの授受

について、信用基金サーバーへアップロードができるようにしております。利用者である林業

者や基金協会のサービスの向上に努める取組を行っているということで、Ａ評定ということに

なっております。 

 次のページです。 

 ６ページですが、（１）情報開示の充実促進ということで、これは引き続きホームページの

更新を随時やってきておりますので、Ｂ評定。 

 （２）につきましても、財務情報についてはきちんと公表を行ってきておりますので、Ｂ評

定。 

 （３）苦情や利用者の意見を業務運営に反映するということで、運営委員会における運営委

員の意見や、利用者からの苦情についても適切に丁寧に対応しているということで、Ｂ評定。 

 （４）職員の勤務条件の公表。これは公表しておりますので、Ｂ評定。 

 第３、財務内容の改善に関する事項ということで、１、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）は農業で、28年度評価で、保険料についてかなりの見直しを行

いました。そういったことを踏まえまして、Ａ評定になっております。 

 （２）（３）は林業・漁業の保証料・保険料の見直しについては、それぞれの委員会で現状

の保証料・保険料についての検証、今後の見直しについて検討した結果として、現状維持とい

うところで、定期的な見直しについて検討を行っているということでＢ評定になっております。 
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 （４）は林業の保証業務です。28年度評価でもありましたが、保証料の収支の黒字化に向け

て保証料の収入を増やそうという目標です。必ずしも目標には達していませんが、結果として

代位弁済が少なかったということで、収支については改善が図られてきているということも踏

まえまして、Ｃ評定ということになっております。 

 （５）の農業・漁業の保険業務の貸付金利については、先ほどと同じように適切に対応して

おりますので、Ｂ評定。 

 （６）についても適切に対応しておりますので、Ｂ評定となっております。 

 ８ページです。 

 ２、引受審査の厳格化等。これは農業、漁業が（１）（２）で、これは引受審査に当たって

大口引受の事前協議ということを確実に実施してきているということで、これまでも継続的に

行っているということで、Ｂ評定になっております。 

 （３）保証審査や求償権管理回収に係る研修会の開催。これは、農業、林業、漁業それぞれ

において保証審査の研修会を実施しております。これは定期的に開催しているということで、

Ｂ評定になっております。 

 （４）信用基金の相談機能。これは随時対応してきておりますので、Ｂ評定になっておりま

す。 

 （５）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、これは林業保証業務です。

これは債務保証審査協議会で厳格な審査を行っておりますし、優良事業体への保証利用の働き

かけや、金融機関との情報共有を継続的に行ってきておりますので、Ｂ評定になっております。 

 ３、モラルハザード対策。（１）、農業も漁業もそれぞれの業務のあり方検討会でモラルハ

ザード対策の導入効果の検証や部分保証の拡大ができるかどうかについてきちんと検証してき

ているということで、Ｂ評定になっております。 

 （２）も同じように、きちんと検証しているということで、Ｂ評定になっております。 

 ９ページの（３）部分保証の拡充などの収支均衡に向けた取組。これは林業保証ですが、28

年度評価と同じように金融機関の責任を求めるため部分保証をやっているということです。部

分保証を推進しているということです。 

 ４番目、求償権の管理・回収の強化等ということで、これは（１）農業、（２）林業、

（３）漁業とありますが、28年度業務実績評価でもありましたが、回収金の実績がそれぞれ未

達になっています。これは定量的な目標になっているということもあり、必ずしも達成できて

いないというところですが、それぞれの業務において回収が進むよう取り組んでいるとともに、
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農業でいえば回収率について見れば上がってきているというところもあります。そういったこ

とを踏まえまして、（１）（２）については、いろいろな努力が行われていることや、改善が

行なわれているということでＣ評定になっております。 

 （３）は漁業ですが、漁業については達成できているということで、Ｂ評定になっておりま

す。 

 （４）サービサーの活用ですが、これについても、サービサーを活用する場合の費用対効果

を検証して回収委託基準というものを明確にして、それに基づいてやってきておりますので、

Ｂ評定になっております。 

 10ページです。 

 （５）保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収。これにつきましては、28年度評価もＣ評

定でした。回収できていない案件がありますし、前の年度もございました。これは収入減にな

りますので、きちんとやらなければいけないことなのですが、できていないということでＣ評

定になっております。ここはきちんとやっていただく必要があるということで、今後、こうい

ったことが発生しない取組が重要ではないかと考えているところです。 

 ５、代位弁済率・事故率の低減ということで、先ほども申し上げましたが、この目標につい

ては、中期目標期間最終時の目標になっています。ということで、現時点では28年度数値が直

近のものです。29年度をどういうふうに見るか、上振れするのか下振れするのか難しいところ

があります。このため、現時点での見込評価としてはＢ評定になっております。最終評価にな

ったときには「Ａ」になる可能性もあります。 

 ６、共済団体に対する貸付金の適正な審査と回収。これは期日にきちんと回収しております

ので、Ｂ評定ということです。 

 ７、宿舎については、廃止計画に基づいて進めてきておりますので、Ｂ評定ということです。 

 ８は評価対象外です。 

第４、長期借入れを行う場合の極力有利な条件ということで、これは競争入札ということに

なっております。 

 11ページです。これ以降は年度評価と同じように、第５については予算に基づいて適正に業

務を運営しているということで、Ｂ評定。 

 第６、短期借入金の限度額は、これまで限度内で対応できているということで、Ｂ評定とい

うことです。 

 第７は、不要財産の処分の関係で、政府出資金については国庫に既に納付しておりますので、



32 

Ｂ評定になっております。 

 12ページ。ここは、人事に関する指標ですが、これも（１）（２）（３）、28年度評価と同

じように達成見込みということで、Ｂ評定になっております。 

 ３、積立金の処分についても、Ｂ評定になっております。 

 以上が資料３で、28年度業務実績評価と見込評価で一部評定が一緒にならない部分は、期間

中の評価ですので、そういった部分もございます。 

 以上が見込評価の評定（案）でございます。 

 以上がご説明で、それではご質問、意見等について進めていきたいと思いますので、先ほど

の資料３のページの順にお願いしたいと思います。 

 それでは、１ページ目、何かございますでしょうか。 

 ２ページ目、何かございますでしょうか。 

○服部委員 ２ページ目の一番下の（２）ですが、さきほど言うべきでしたが、業務の見直し

及び効率化でされたことがかなりよかったのではないかと。要するに、ウェブサイトをつくっ

たり証券や紙の廃止をされたりとかいろいろされてますので、もう一段階評価を上げてもいい

のではと思ったんですが。 

○竹内課長補佐 後ろの「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」のところ

では、「Ａ」となっています。こちらは、やったことが経費にどれぐらい効果があるかという

ところの評価項目なので。 

○服部委員 それでも低いように。 

○竹内課長補佐 うーん。 

○服部委員 そうか、わかりました。 

○竹内課長補佐 そこの部分がちょっと難しいかなというところがありまして、国民に対する

利便性の向上や利用者の負担の軽減という点ではかなりの効果があると思って「Ａ」となって

いますが、こちらはちょっとコスト的にどうかなというところがありましてＢ評定になってい

ます。 

○服部委員 わかりました。もう一段階高くてもよかったのに。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

 何かありますでしょうか。 

○関委員 やはり今の経費の削減というところですけど、これって永遠にこの削減目標という

のが続くんでしょうか。というのは、経費って必要な部分ももちろんあるわけで、経費削減評
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価というのは、これからまた先もあるわけですよね。どこまで削減していけばいいのか、キリ

がないような気がします。努力はもちろんすごくされて達成されているから、評価は私も上げ

てもいいんじゃないかと思うくらいなんですが。 

○竹内課長補佐 経費の削減とか事業費の削減、確かに難しいところだと思います。平成15年

から独法制度になってこういった目標をつくっているんですが、それ以降経費の削減、事業費

の削減という目標というのを立ててきています。信用基金だけじゃなくてほかの独立行政法人

も何らかのコスト削減というのを求められておりまして、この水準がこのままずっとこれが適

当かというのはおっしゃるとおり議論があると思います。15％毎回減らしていけば、半減して

しまうとかそういう問題は確かにあると思いますので、このコストの部分は、我々だけでもな

かなか解決できない部分があって、政府全体で、独立行政法人自体が、大部分が運営費交付金

という国の交付金で運営されている法人が多いということがあって、そういったコストの低減

というのも求められているのがあります。その一方で、一定程度自助努力による部分について

は内部留保してもいいよというような見方も出てきていますので、次の目標のときに、このま

ま15％でいいのかということも検討しないといけないですし、結局、一定コストは必要とは思

いますので、ここは非常に難しいところではありますが、今後の検討課題と思っているところ

でございます。趣旨は十分理解いたしております。進めさせていただきます。 

○高田委員 すみません。中期の評価のところの２ページと、単年度の評価の２ページのとこ

ろで、２、信用リスクに応じた保証云々のところです。これ、単年度ではＢ評定になっていて、

中期ではＡ評定。私はＡ評定のほうが適当と思うのですけど、ほぼ同じ理由なのに、なぜ単年

度ではＢ評定となっているのでしょうか。単年度の評価は、資料１の２ページの評価のところ、

主務大臣の評定はＢになっていて、これに対して中期の評価が２ページのところでは「Ａ」に

なっております。理由が同じなのに、片や「Ｂ」、片や「Ａ」となっております。なぜ単年度

でＢ評定となったのでしょうか。 

○竹内課長補佐 単年度計画は、信用リスクに応じた保証・保険料率の精微化に向けたデータ

ベースの整備や、新たなデフォルト率に基づいた評価の方法の検討ということで、単年度の計

画と中期の計画がちょっと違うというところであり、中期のほうは、計画に、信用リスクに応

じた保証・保険料率の導入に向けて検討するという計画でした。導入に向けて検討することが

計画で、それに対して信用基金は導入に向けて検討を行い、まず27年度の時点で一度導入をし

ました。導入するという成果があったということを踏まえまして、中期計画期間としては顕著

な成果があるという評価になっています。28年度はそれをまた上に向けて頑張りましょうとい
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う計画だったんですが、それはまだ達成できていないところがあるので、継続的にやっている

というところでＢ評定ということです。期間の問題があって中期はＡ評定ということになって

います。 

○高田委員 この小さい欄で表現するには、ちょっと欄が小さ過ぎるということですね。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。そこはまた工夫させていただきたいと思います。 

○高田委員 すみません。これは余計なコメントですが、組織の最適規模についての実証研究

が存在します。例えばスパン・オブ・コントロールについての研究があって、その研究による

と１人のマネジャーに対して高度な業務を行う組織ではスタッフの人数の限界は５人から８人

であるとの報告があります。仮に独立行政法人ごとの最適規模が想定できるとすると、それに

応じたコストもある程度の範囲で想定できるように思われます。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

○高田委員 ごめんなさい、余計な発言でした。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。今後勉強したいと思います。 

 ３ページ、何かございますでしょうか。 

 ４ページ、何かありますでしょうか。 

 次に進ませていただいて５ページ。 

○高田委員 コメントでもよろしいでしょうか。 

○竹内課長補佐 はい、結構です。 

○高田委員 業務方法の見直しのところで、評定が「Ａ」になっております。これはこのとお

りで正しいと思います、単年度では「Ｂ」であったとしても。ここの理由づけのところなんで

すけど、本件出資証券は、証拠証券なのでしょうが、有価証券との誤解を受ける可能性がない

とは言えず、何か事故が生じたときの事務コストの削減にも資するところがあるのではないか

と思います。出資証券の発行がないことによる事務コストの削減だけではなく、リスクの軽減

になる点もつけ加えていただいてもいいのかなと思います。 

○竹内課長補佐 わかりました。検討してみます。 

○高田委員 余計なコメントとは存じますが、宜しくお願いします。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

 続きまして６ページでございます。 

 なければ、７ページ。 

 続きまして８ページ。 
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 続きまして９ページ。 

○服部委員 ９ページの求償権の管理・回収の強化等の（３）で、これ、中期目標期間で達成

率152.6％であるにもかかわらず、予定どおり「Ｂ」ですよというのでよいのですか。 

○竹内課長補佐 そうですね。よく確認をいたします。 

○服部委員 これはやはり「Ａ」なのでは。 

○竹内課長補佐 私もこれ読んでいて…… 

○服部委員 「Ａ」が妥当かなと思いましたか。 

○竹内課長補佐 私も読んでいて、これは何でかなと思いました。ごめんなさい。よく資料が

確認できていなくて申し訳ありません。よく検証させていただきます。 

○服部委員 そうですね。 

○高田委員 すみません、今のご発言と関連するのですが、各債権ごとの累積の回収率、言い

換えると、融資を実行してから回収あるいは貸倒れになるまでに、貸出金ごとの累積の回収率

がどのぐらいになっているのかという視点もあろうかと思います。その視点から、「Ｂ」か

「Ａ」かというのを判定してみると何らかの気づきが得られるかも知れませんね。 

○竹内課長補佐 次期目標を検討する場合には、回収率という考え方も検討したいと考えてい

るところです。 

○高田委員 累積のですね。 

○竹内課長補佐 累積がいいのか単年度がいいのかは、その辺も踏まえて検討する必要があり

ます。 

○高田委員 保険については期間が長いですから、期間が長いことに対応して責任準備金も積

んでいるはずです。貸付についても、同様に、累積で考える余地もあるのかなと思う次第です。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。過去のデータがきちんと出ればそういったこともあ

ると思いますので、よく検証して検討させていただきたいと思います。 

○高田委員 この百五十何％というのは、仮に、回収しやすい部分が回収されただけというこ

とであるとすると「Ｂ」評定のほうが相当かも知れないですね。ごめんなさい、これは単なる

コメントです。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

○服部委員 今の件、そういう内容だとしたら、（１）（２）も回収しやすい案件があって

80％台ということになりますね。いや、この話、委員側で意見交換しても無意味ですが。 

○竹内課長補佐 ここは難しいところです。 
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○服部委員 従って、「Ｂ」相当かなって。 

○竹内課長補佐 回収率は、結局全体で見てしまっているので。 

○服部委員 もちろんそうですね。 

○竹内課長補佐 回収が多くなるというのは、やっぱり大口の回収ができたときに多くなると

いうことなんですよね。だから、結果論なのかもしれませんけども、そこのたまたまと言って

いいかどうかわかりませんけども。 

○服部委員 それが150％になっているということ。 

○竹内課長補佐 ちょっとそこは何とも言えません。 

○服部委員 それ故、中身で評価しないと。 

○竹内課長補佐 そうなんですよね。 

○服部委員 回収しにくいものが回収できたら、これはもう「Ａ」か「Ｓ」ですよね。 

○竹内課長補佐 そういうこともあると思います。 

○服部委員 回収しやすい債権が回収できたら、まあ「Ｃ」ですよね。 

○溝部課長補佐 水産に関しては、この回収率というものが平成25年、26年というのが200％

近くございまして、なぜかというと、東日本大震災の関係で引受けがすごく増えたことによる

わけですけれども、基金協会さんと基金さんにすごく頑張っていただいて、震災からの復興の

ために融資を受けた被災者からも、可能な限り回収を頑張っていただいたおかげで200％の達

成ができた。 

 なぜ今回全体として「Ｂ」にしたかというと、記述のとおり、27年、28年が大体110％～

116％の回収率になっておりまして、Ａ評定をつけるのであれば120％以上ということがござい

まして、単純に全体の数字だけで見ますとＡ評定にはなりますが、当初の震災の影響で200％

回収できたものに比べれば直近の110％～116％というデータを勘案すれば、「Ｂ」という自己

評価は評価できるという観点から「Ｂ」をつけております。 

○服部委員 その説明を聞くと納得できます。従って、回収のし易さ、し難さも加味した評価

をする必要がありますね。環境リスクもあるので、次の目標をつくるときの指標設定の仕方を

工夫しないと。 

○溝部課長補佐 ご意見ありがとうございます。当方と致しましても単純に数字だけを持って

評価しているものではございません。 

○服部委員 ここは、このままではどっちに転ぶにしてもまずいな。 

○竹内課長補佐 よく検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 



37 

○千年委員 そういったたぐいの事業ですから。 

○服部委員 ですので、それをちゃんと評価できる制度を考えるべきでしょう。そんな事業で

すから放置しておけばというのではまずいと思います。 

○千年委員 まあそれはそうですけど。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。10ページです。 

○服部委員 これ、先ほども言いましたが、弁済率・事故率の低減って目標値をはるかにクリ

アしそうですね。 

○竹内課長補佐 はい。 

○服部委員 それで「Ｂ」と評価されたんですけれども、その辺はどうなんですか。 

○竹内課長補佐 ここの事故率のところは、現時点の数字までしかわからないところであり、

29年度をどう見積もるかという課題もありまして、合理的にどういうふうに見積もるかという

のがなかなか難しいんではないかというふうに思いまして、現時点の数字で言えば「Ｂ」とい

う評定がいいんじゃないかという判断にたどり着きました。 

○服部委員 なるほど。というのは、後でも質問しますが、資料４の総まとめ表のつけ方にも、

見込評価のところですが、そこにも少し効いてきそうに思うので。それは後でまた言います。 

○高田委員 すみません、10ページの（５）のところですが、これ、保険料の二重請求とかの

記述がございます。これって監査上は特別な検討を必要とするリスク、いわゆる特検リスクと

いわれるものです。保険料収入は、主たる業務ですし、責任準備金についても、特検リスクに

入ると思います。監査法人は、これらを特検リスクに入れているはずですし、また入れていな

い場合は、何故なんですかと、逆に内部監査の側から聞いてあげるべき事柄なのかなと思いま

す。内部で何でもやらなければならないことはなくて、監査法人がやれることはやってもらえ

ばいいと思います。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。11ページは何かありますでしょうか。 

 12ページ。 

 以上です。 

 次は、資料４の表紙から２枚目になります。 

 評価別の評定につきましては71項目のうち「Ａ」が３、「Ｂ」が60、「Ｃ」が４、評価対象

外が４項目という状況になっています。これを総合的に判定して「Ｂ」という評定をしている

ところでございます。 

 以上で、ご質問、ご意見をいただく議事が進んだところでございます。 



38 

 最後に、先生方のご意見については、評価書の中で反映するとともに、今日の会議について

は議事録を作成させていただきまして、ホームページで公表するという段取りになっています。 

 それぞれの項目についてご意見いただきましたが、服部先生から、ご意見があるということ

なので、お願いしたいと思います。 

○服部委員 資料４の総括表の書きぶりなんですが、例えば第１の１、事業の効率化で、その

後細かい項目は、元の資料では両括弧がついているんですが、こちらにはついていません。対

照して見るときに見にくかったので、体裁を整えてほしい。これは小さいことですが。 

○竹内課長補佐 今おっしゃっているのは、この評価書と…… 

○服部委員 こちらには項目ごとに両括弧で一番小さい番号がついていますね。 

○竹内課長補佐 そうですね、はい。 

○服部委員 こちらは落ちているので、それをつけてもらうと、説明中に対照しやすかったか

なという、それだけです。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

○服部委員 それは体裁のことなので小さいことなんですが、例えば、第１の２の信用リスク

に応じた保証・保険料の導入という項目がありますね。これは25年度が「Ａ」で、その後

「Ａ」、「Ｂ」、「Ｂ」と来て、見込みは「Ａ」とつけられましたね。 

○竹内課長補佐 はい。 

○服部委員 25年度の「Ａ」は実質「Ｂ」ということですから、そうすると、29年度がどうな

るかわかりませんが、もし「Ａ」だったとしても、「Ｂ」が３つに「Ａ」が２つになりますね。 

○竹内課長補佐 はい。 

○服部委員 それで見込評価「Ａ」は、見込みなのでいいですが、実績評価が「Ｂ」になる可

能性がありますね。そういうこととは違うのかな。 

○竹内課長補佐 この項目については、信用リスクに応じた保証・保険料を導入することを検

討するという目標だったので、中期目標期間中については検討することが重要だったんです。 

○服部委員 だから、５年間通して目標が達成できるかという観点で見たら、見込みが「Ａ」

で実績も「Ａ」になったというのは、それはそれでよいですが、各年度ごとに「Ｂ」、「Ｂ」、

「Ｂ」と評価し、５年間通して評価したら「Ａ」になったというのは疑問に思いませんか。書

き方の話です。他にもそういう項目がいくつかあります。少なくとも５年で全体として「Ａ」

という評価になるのであれば、年度毎に「Ｂ」が２つで「Ａ」が３つというような調整が必要

と思いませんか。その場合、触れるのは、27年度までは既に確定しているので、28年度評価だ
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けです。さきほど28年度評価が終わったのに何を今さらと言われるかもしれませんが、この総

括表を見たら、ちょっと違和感を覚えるので、どう考えられますかという質問です。私も大学

の評価を受けた経験がありますが、単年度の評価があって総合評価するときに、それらがきち

っと四捨五入でも何でもいいですが、表記上は関連づけられていないとまずいと思います。 

○竹内課長補佐 なるほど。 

○溝部課長補佐 先生がおっしゃることはそのとおりでございまして、確かにこの一覧の概要

を見ると、「Ａ」がいくつ、「Ｂ」がいくつというような感じで、じゃあ、「Ｂ」のほうが多

かったら「Ｂ」のほうが正しいのかなという意見は確かにそのとおりかもしれないですけど、

一方で、詳細な大臣評価シートにおいてなぜ見込評価ではこの評価にしたのかという理由は記

述してある。 

○服部委員 はい、説明があるので、そこを全部変えないと矛盾しますが。 

○溝部課長補佐 それを見ると、例えば先ほどの審査の「厳格化」と「厳正」な審査という話

がありましたけれども、例えば１年目に審査の厳格化をしたことからＡ評定とした。２年目、

３年目、４年目に厳格化した基準に基づいて厳正に審査をしてきた。それはずっと各年度継続

してきたことから、年度評価は「Ｂ」。じゃ、期間を通して見ると、厳格化したものを残りの

期間しっかり厳正に審査をしてきたのだから、評価は「Ａ」と考える。 

○服部委員 説明を聞けばわかりますが、この総括表ではそこまで読めませんが。 

○溝部課長補佐 そうです。読めない分を大臣評価シートでしっかり書いていこうと考えてい

る。 

○服部委員 それならば、感覚的に納得できないところがありますが、説明にはきちっと書い

てありますのでというようなことを一言この総括表を見せるときに言われたほうがいいですね。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

○服部委員 いずれにしても、これをどこかに説明しなければならないのでしょ。 

○竹内課長補佐 これは公表して総務省に提出されます。 

○服部委員 提出されて、開示されるのですか。 

○竹内課長補佐 開示いたします。 

○服部委員 そのときには、私のような単純な質問が来るかもしれません。 

○竹内課長補佐 全部を読まないでこれだけ見る人がいるからですね。 

○服部委員 そうです。それならば、そういうところを見られたとしても、疑問を持たないよ

うな総括表をつくっておいたほうが皆さんのためになりますねという意味です。 
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○竹内課長補佐 ありがとうございます。我々の工夫が足らないということですね。 

○服部委員 見せ方を少し工夫されたほうがよいと思います。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

○服部委員 それでいうと、この総括表の最後の事故弁済率、それが目標値を全部クリアして

たというところは、「Ｂ」と違って「Ａ」になるべきかなと思うんですが、これも「Ｂ」、

「Ｂ」、「Ｂ」とみんななっているので、そこも難しいですね。 

○竹内課長補佐 難しいですね。 

○服部委員 見込評価と実績評価が必ずセットで出るわけですね。 

○竹内課長補佐 はい。 

○服部委員 同じならば問題ないけれど、低く下がった実績評価をしなければならない場合、

この見込評価はどのようにしたのか、見込みが甘かったのではということになりますね。 

○竹内課長補佐 はい。 

○服部委員 それでいいということであれば、これ以上はいいませんが。 

○竹内課長補佐 検討させていただきます。ありがとうございます。 

○服部委員 その総括表で言いたかったことはそれだけです。 

○高田委員 すみません、一言だけよろしいですか。中期目標、単年度の評価というのは、中

期目標の中での位置づけで評価するということはできないのですか。要は、単年度で数値だけ

で見るのではなくて、５年のスパンで見たときに、単年度における数値はこれこれだけども、

中期の目標は十分に達成しているから「Ａ」評定とするというようなことはできないのでしょ

うか。もともと単年度の積上げで中期目標の達成度合いを評価するというよりは、中期目標を

達成するために単年度にブレークダウンしているわけですから。 

○竹内課長補佐 そうですね。 

○高田委員 中期の目標の達成度合いの観点から単年度を評価するという手法が許されるので

はないかなと思われます。 

○服部委員 今のシナリオであれば総括表の問題は起こりませんね。 

○高田委員 ええ、起こらないですね。しかも、そのほうが評価の趣旨に合致すると思われま

す。というのは、期ズレなどは必ず生じるわけです。27年度では損失が計上され、28年度では

逆に利益が計上されている場合、ひょっとしたら、期をまたいでいるから前期はだめで今期は

よかったように見えるだけであって、両期間を平均すれば、つまり累積した期間で判断すれば

目標を十分に達成していたと判定できる場合もあり得ると思われます。こういう評価をするほ
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うが、中期の管理目標と整合しますから、説明もし易いと思います。 

○竹内課長補佐 ありがとうございます。 

○服部委員 今の趣旨は、各年度のところで「Ｂ」だったのに、このような理由で「Ａ」にな

ったという理由を書いておけばよかったという話に、今頃言っても遅いですが、似てますね。

全体の中での、ある年度だけ突出してよかった。そうすると、ほかのところは皆悪くなる。し

かしながら、５年間か４年間に亘って見て、結果的には良いと評価すべきなので評価したとい

う、そういう書き方ですね。 

○高田委員 今回の評価を見てみますと、よく評価しているところというのは、中期の視点か

ら最終的に評価しているように思われます。例えば出資証券にしても、あるいは、保険料率に

ついても。そのほうが基金の方々にとってもインセンティブになるのではないかと思う次第で

す。 

○今城課長補佐 中期の視点から中期目標をつくるんですけれども、年度評価について、年度

の目標については、それをさらにブレークダウンしてつくっていきますが、ただ、その年度評

価をつくるときは、その年度以降の業務の改善に資するように目標を立てなければいけないと

いうふうになっていますので、仮にかなりいい業績をもう上げていたとしたら、それ以降の改

善用の目標をどうしても立てなければいけないので、目標としてはやっぱり未達成であったり

「Ｂ」になったりというのは、今の全体の評価体系としたら、やむを得ないところがあるので、

そこは我々のほうから総務省に、中期目標としてはきちんと達成しているけれども、年度はさ

らにレベルを上げていったら「Ａ」、「Ｂ」になりましたというご説明を、今の立てつけだと

するしかないという状況になっていますので、そこは我々のほうからしっかり説明していくと

いうことかなと思います。 

○高田委員 その単年度の評価の中でも、単年度評価では数値的に「Ｂ」とせざるをえないが

中期目標の視点からは「Ａ」だというコメントがあれば業務を行う立場からはインセンティブ

になるように思います。 

○今城課長補佐 「Ｂ」なんだけれども、高い目標をクリアしているというような評価をきち

んと入れておくということですね。 

○高田委員 おっしゃるとおりです。 

○服部委員 本当は、そういうことが起こらないように、難しいけれど、中期計画における各

年度の計画をしっかり立てておかないといけませんね。 

○竹内課長補佐 難しいですね。 
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○服部委員 例えば、４年間の間にさっきの、例えば証券をなくすというのを、５年間の間の

どこかでやるというような書き方をしておくと、それは書き方ですけども、そうすると、どこ

かでやるというので、最後のやったときだけいい評価になるような計画の表記はやめて、これ

のどこかでやったら全部がよくなるというような評価ができるような書きぶりができればよい

ですね。 

○竹内課長補佐 難しいですね。 

○服部委員 そう思いますが、そのようにしていかないと、必ず今の問題は再発しますよ。 

○高田委員 定量評価するときは、定性面でのベストエフォットを評価する姿勢で臨めば、評

価の不整合は回避できるように思われます。 

○竹内課長補佐 ありがとうございました。次期目標をつくるに当たって今いただいたご意見

を十分参考にしていきたいと思います。 

 たくさん前向きなご意見をいただいて、私どもも大変勉強になりました。今日いただいたご

意見を受けまして、さらに見直しできる部分は見直しさせていただき、最終的な評価書を作成

させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたとおり、この有識者会議で出た意見を反映しつつ最終評価書を作成し、

８月下旬までには評価書として公表し、総務省に提出するという手続になっております。その

際には、本日の有識者会議の議事録については公表させていただきますので、後ほど議事録に

ついては確認をお願いしたいと思います。 

 少し早いですが、本日の有識者会議についてはこれで終了とさせていただきたいと思います。 

 今日は、本当に暑い中、それも朝早くから、どうもありがとうございました。任期もう一年

ございますので、来年までよろしく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。 

午後０時０７分 閉会 


