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独立行政法人評価委員会農業者年金基金部会 

 

                        日時：平成２８年７月２５日（月） 

                        会場：農林水産省経営局第１、２会議室 

                        時間：１４：２８～１６：５４ 

 

 

 

               議  事  次  第 

 

     １．開  会 

     ２．議  事 

     （１） 平成27年度業務実績等報告書について 

        Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

         ・業務実績等について基金からの報告 

         ・質疑応答 

        Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

         ・業務実績等について基金からの報告 

         ・質疑応答 

        Ⅲ．財務内容の改善に関する事項～Ⅶ．その他の事項 

         ・業務実績等について基金からの報告 

         ・質疑応答 

     （２） 独立行政法人農業者年金基金の平成27年度に係る業務の実績に関する評価 

         結果（案）について 

         ・（独）農業者年金基金の平成27年度業務実績に対する評価結果（案）に 

          ついて主務省からの説明 

         ・質疑応答 

     （３） その他 

     ３．閉  会 
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                                午後２時２８分 開会 

○菅原数理官 それでは予定の時間よりも早いですが、皆さんおそろいのようですので、ただ

いまから独立行政法人評価委員会農業者年金基金部会を開催させていただきます。 

 本来であれば、初めに出席者のご紹介などを行うところでございますが、時間の関係もござ

いますので割愛させていただきます。なお、委員として出席されておられます３名の方につき

ましては、議事次第に名簿を添付してございます。 

 また、本日議論いただいた内容につきましては、記録させていただき、後日、議事録として

公表させていただくことになりますので、ご了承願います。 

 それでは、議事次第に従いまして、初めに平成27年度業務実績等報告書について、農業者年

金基金からのご報告と質疑応答をさせていただきますが、分量が多いため議事次第に記載して

おりますとおり、大きく３つに分けて報告と質疑応答を行います。 

 初めに、Ⅰ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に関する事項」につ

きまして、実績等報告書の１ページから10ページまで、農業者年金基金からご報告をお願いい

たします。 

○下條企画調整室長 それでは、お手元の資料１、27年度の業務実績等自己評価について説明

いたします。 

 めくっていただきまして１ページ目。まず、統括的に主要なアウトプット①、これは目標に

なっている指標についてシリーズで数字を載せております。その右のほう②、ここは主要なイ

ンプット情報ということで、基金の新制度、旧制度にわたる全体の予算、決算の数字を載せて

おります。それから左下③、参考となる数字関係を載せております。 

 本文ですが、まず国民サービスその他業務の質の向上の関係でございます。農業者年金事業

の、まず被保険者資格の適正な管理でございますが、これにつきましては計画どおり、国民年

金との記録の突合を実施いたしました。その結果、不整合となった方に対して、届出書等の提

出の働きかけをしております。その結果、不整合者は減少をしております。このため、この項

目はｂと評価をいたしました。 

 なお、昨年の主務大臣評価のときに指摘がありました、不整合の多い国民年金付加年金保険

料の納付該当届の指導につきましては、27年度から加入申込書に重要事項の説明欄を設けまし

て、新規加入の際に受託機関による説明を義務づけております。 

 それから次に、年金裁定請求の勧奨ですが、計画どおり年金等の受給漏れとならないよう、

裁定請求書の提出を働きかけしております。この項目もｂと評価いたしました。 
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 なお、昨年の評価で指摘事項にあった、65歳を超えても裁定請求をしない方に対する対応で

すが、この方々に対しても勧奨文書を送付し、裁定請求書の提出を働きかけております。 

 次に、申出書等の迅速な処理でございます。 

 標準処理期間内の処理割合は、表にありますとおり、目標の97％以上となっております。ま

た、この結果を公表しております。期間内に処理できなかったものにつきましては、その主な

原因を把握しておりますので、この項目はｂと評価いたしました。 

 次に、標準処理期間内の処理の不備があった場合の返戻の関係ですけれども、標準処理期間

内の処理につきましては、前の項目の表のとおり100％に近いレベルでの期間内処理となって

おります。また、返戻につきましては、返戻率8.2％となっておりまして、目標の10％以下を

達成しております。こうしたことから、ｂと評価しております。 

 次に、年金資産の安全かつ効率的な運用の（１）ですが、まず運用の基本方針に基づき、安

全かつ効率的に行います、この点につきましては、計画どおり運用の基本方針に基づきまして、

運用を行っております。また、（２）資金運用委員会での評価・分析等につきましても、計画

どおり評価・分析等を行っております。 

 次に、（３）年金資産の構成割合の検証につきましても、資金運用委員会で検証をし、見直

す必要はないという結論を得ております。こうしたことから、ｂと評価しております。 

 次に（４）です。年金資産の構成割合、運用成績等の公表、及び加入者への運用結果の通知

の関係ですが、計画どおり公表、通知を行っております。このため、この項目はｂと評価して

おります。 

 次に（５）、年金資産の運用にかかわるガバナンスの強化の関係ですが、運用受託機関名の

公表、資金運用委員会の委員名簿、運営規程及び議事内容の公表につきましては、計画どおり

実施をいたしております。その上で、27年度はガバナンスの一層の強化を図るために、資金運

用委員会の設置規程につきまして、業務方法書にその設置と目的を明定しまして位置づけを明

確化しました。 

 また、委員を専門的知見を有する外部専門家のみの構成に一新し、専門的見地から検討を行

う場として再出発させております。こうしたことから、ガバナンスの一層の強化のために年度

の計画以上のことを行いましたので、ａと評価いたしました。 

 次に、制度の普及推進及び情報提供の充実でございます。 

 （１）の平成27年度の加入推進目標の設定でございますが、被保険者割合1.1ポイント増加

に対してまして、1.5ポイント増加となりまして、達成割合は135％となりました。また、20％



4 

 

に向けて27年度末に到達すべき割合である17.6％に対しては18.5％であり達成度合いは105％

となりました。両方を勘案しまして、ｂと評価いたしました。 

 次のページ。なお、昨年、主務大臣評価におけます、26年度加入実績が前年度よりも大幅に

減少した要因を分析して、改善策を講じられたいとの指摘事項を受けまして、外部要因及び内

部要因を種々、調査・分析を行いまして、これらの調査・分析を踏まえて具体的改善策につき

まして業務受託機関と協議、調整し、より改善された取組を28年度から実施することとしまし

た。27年度中に実施可能なものは、27年度に実施をしております。 

 それから次の項目（２）ですが、加入推進取組方針に基づく加入推進活動の実施でございま

す。 

 まず１点目、加入推進取組方針で政策支援への加入を始め、若い農業者に重点的に加入を勧

めることを明確にすること、それから、その取組方針の徹底を図ることにつきましては、計画

どおり実施をいたしました。２点目、都道府県段階の受託機関での新規就農者や認定農業者等

への働きかけにつきましても、計画どおり実施を行いました。３点目ですが、新規加入者への

アンケートの実施、基礎データの収集・分析、効果検証でございますが、これにつきましても

計画どおり実施をし、各種分析・検証を行いました。こうしたことから、この項目はｂと評価

しております。 

 それから（３）、加入推進活動のリーダーの育成及び制度内容の理解の増進でございます。 

 １点目、加入推進部長等を対象とする加入推進研修会の開催関係ですが、これにつきまして

は、加入推進事例の紹介や外部専門家による説明を行う会場を増やしまして、研修の充実を行

いました。これらの研修の結果、農業者年金が必要であると認識する割合が研修参加後は増加

をしております。研修会参加者アンケート結果を、より効果的な研修会とするための協議に活

用し、翌年度の研修会の持ち方に反映をしております。 

 それから２点目、研修用テキストの見直しと活用の関係ですが、研修テキストにつきまして

は、みどり年金等との比較表の掲載、よくある質問の追加、それから全国的な影響力のある農

業者リーダーの方々の農業者年金の必要性についての発言を掲載するといった見直しを行いま

して、研修会で活用しました。こうしたことから、この項目はｂと評価をしております。 

 次に（４）、特別重点都道府県における特別活動の実施でございます。 

 これは、加入実績が低調な都道府県につきまして、「重点都府県」と「特別重点府県」の２

段階に指定をした上で、重点都府県につきましては計画どおり、市町村・ＪＡ巡回意見交換会

を行いました。そのうち、特別重点都府県につきましては、市町村・ＪＡ巡回意見交換会に加
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えまして、関係機関による協議により取組の強化に向けた特別活動計画の共同作成とその実施

等を行いました。そして、推進強化を図っております。こうした取組の結果、新規加入者数の

対前年度比は、重点都県では対前年度比1.20倍、特別重点県では1.34倍となっておりまして、

他の地域よりも大きくなっております。こうしたことから、格差の縮小の取組につきまして、

計画以上の取組を行い、かつ格差縮小の成果も伴っていることから、ａと評価をいたしました。 

 （５）ホームページによる制度の内容、情報の提供ですが、まず１点目、リーフレットの作

成・提供と、現況届の提出等の必要な情報のホームページでの発信につきまして、これは計画

どおり実施をしております。その上で、27年度はスマホでも制度紹介の動画や年金の試算、新

規加入者の声の紹介も含めて、ホームページを見られるように対応を行っております。２点目

ですが、加入推進の優良取組事例や広報事例、素材等について情報提供しまして、受託機関が

随時ダウンロードして活用できるようにしております。したがいまして、この項目はｂと評価

をしております。 

 以上でございます。 

○菅原数理官 それでは、以上ご報告いただきましたⅠ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に関する事項」に係る質疑応答を行います。 

 どなたからでも結構ですので、ご質問やご意見をお願いいたします。 

○百瀬委員 加入者の実績についてお伺いします。６ページの20歳から39歳の基幹的農業従事

者に対する被保険者数の割合が、非常に増えているというのは喜ばしいことだと思いますが、

この数値のもとを見ますと、被保険者数はほとんど増えていません。基幹的農業従事者数がか

なり減っているので、その影響として率がぽんと上がっているように見えるのですが、まず、

その新規の被保険者数の増加の実数を教えていただきたいということと、それともう１つ、こ

の制度の根幹は政策支援にあると思いますが、その新規の被保険者数の増加分のうち、政策支

援を受けている被保険者の割合がどうな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。 

 ちなみに、昨年度、政策支援の加入者数の割合が増えているのか減っているのかというよう

な質問をこの場でしたのですが、そのときに減っているというご回答をいただきましたが、そ

れが今どうなっているのかも教えていただきたいと思います。 

○菅原数理官 以上３点につきましてお願いします。 

○下條企画調整室長 参考資料の313ページをごらんください。 

 本文中にも同じような数字を載せてあるんですが、参考資料の313ページです。達成状況。
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被保険者の実数、分子が上のほうに載せてあります。27年度末、28年３月末日で１万4,174。

前年が１万4,063人ということで、数字が増えているということであります。 

 また、分母が減っているせいではないか、それはおっしゃるとおりで、もともと20％目標と

いう、その割合目標を農水省のほうで設定した背景に、分母になる基数自体がどんどん減って

いくだろう、実際、これまでセンサスするごとに減ってきているわけで、ちなみに５年前のセ

ンサスと直近のセンサスですと、全体でいう基幹的農業率は３割減ってるんです。若い層です

と１割減っているということですので、例えば目標を実数で置くと、もう母数が減っていくと

ころを実数では大変な厳しい状況になりますので、だから割合ということでやったわけです。 

 センサスとセンサスをつなぐ、年々の動態調査がありますが、これはサンプリングなんで多

少、年によってぶれがあるんですが、傾向としてはやっぱり減っていってるんです。次のペー

ジ、314ページにセンサスデータと動態調査、そのシリーズで載せていますが、動態調査のほ

う、ちょっと多少でこぼこが確かにあるんですが、趨勢としては減っていっているという状況

にあります。 

 ですので、あくまでも割合ですので、おっしゃるとおり、分母が減った分、割合は上がるん

ですが、そこは全体の母数が減るからそういうことになります。 

 かつ、この313ページのほうで、昨年、26年の評価を先生方に議論いただいたんですが、そ

のときたしか17％だという評価をいただいています。そのときの数字、分母、分子が同じ時期

ではないんです。改めまして、その後に27年３月に近い、27年２月のセンサスのデータがわか

りましたので、そのデータで改めて分母を置きかえて計算をしています。 

 その際に１戸１法人、これは加入資格がない方々になりますので、その分を差し引いて計算

をしております。そうしますと、分母が８万2,815人。計算しますと、たまたまですが16.98で、

丸めて17％。昨年の評価のときと同じパーセントになっています。 

 分母と分子のデータをなるべく同じ時期にそろえて計算をしていく、かつ、１戸１法人の影

響も加味して考えていくということで評価を今回しまして、そこをスタート地点として27年度

末の時点でどうなのかということで、27年度はやはり分子が28年３月末時点ですので、分母の

ほうもこれに近い数字。そうしますと、28年２月の動態調査、これがいいだろうということで、

その数字を使いまして、１戸１法人の数値を加味して、分母を７万6,732名ということに置き

かえて計算をした結果、18.47ということでございます。 

 それから、政策支援の割合ですが、ここに資料は用意はしていないんですが、39歳以前の加

入者、若い方に着目しますと６割から５割の方々が政策支援に加入という状況にあります。 
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 年々１％程度ずつ、じわっと下がってます。それは、だんだんと、昔、大量に旧制度から新

制度に切りかえるに当たっては、特例的に年齢を超えた方も政策支援加入ができる方がいまし

て、じわっと減っていくもんですから、だんだんとじわっと、年々１％ぐらいの割合で減って

きているという状況になります。 

○百瀬委員 その新規の被保険者数の増加分というのは、実数として何人でしょうか。 

○下條企画調整室長 この引き算の結果は、この被保険者数ベースの話でいいんでしょうか。

新規被保険者数のベース。 

○百瀬委員 被保険者数で構いません。 

○下條企画調整室長 １万4,174から１万4,063を引いた数字です。 

○百瀬委員 本当に数十人単位ということでよろしいですか。 

○下條企画調整室長 そうです。 

○百瀬委員 そのうち、ほとんどの方は政策支援で入っているのでしょうか。 

○下條企画調整室長 これ、もうちょっと説明、よろしいですか。この参考資料の321ページ

をあけていただきましょうか。これも25年と26年の比較になっていますけれども、前年のとき

に要因を分析しなさいという指摘があったもんですから、こういう分析をやってるんですが、

プラスのフローとマイナスのフローがあって、プラマイのネットの分が純のプラスになる。そ

の分、基礎のストックのベースの数字から期末は増えていくということになるわけです。で、

26年度が52名しか増えていない、こういう計算です。27年度はここがもう少し増えているとい

うことになります。 

○百瀬委員 昨年度、100名程度ですか。 

○下條企画調整室長 そうですね。 

○高橋補佐 27年度の新規加入は3,068ですか。 

○下條企画調整室長 プラスのフローはですね。3,068名、前年に比べて……。 

○高橋補佐 前年が2,700。 

○下條企画調整室長 307の増加なんですが。プラス自体はですね。 

○百瀬委員 実際、抜ける人がいる、40歳になって抜けるということですよね。 

○下條企画調整室長 一番多いのが、この321ページの絵で見ていただくとおり、39歳までの

塊で計算しますので、40歳到達者は除きます。これが一番でかいんです。 

 あとは、ここに書いてありますとおり、厚生年金のほうに異動する方、それから任意脱退の

方。ここが主な数字ということになります。 
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○百瀬委員 ありがとうございました。 

○菅原数理官 よろしいですか。 

 そのほかはございますでしょうか。 

○津田委員 私からよろしいですか。３点、伺いたいことがあります。 

 １点目は２ページの（２）、年度計画（２）のところですが、去年、主務大臣による評価書

で、裁定割合を高めることとの記載がありましたが、去年は裁定割合は前年度と当年度とで記

載されておりました。今年度、27年度については、裁定割合の記載がないのですが、この裁定

割合と、91.1％より上をいったのかどうかを教えていただければと思います。 

○菅原数理官 基金からお願いします。 

○山田業務部長 ちょっとすみません、確認します。 

○津田委員 それでは３点ありますので、２点目に参らせていただいて、８ページになります。

上の部分ですが、去年の主務大臣評価のコメントを受けて、外部要因と内部要因の記載をして

います。内部要因のところでいろいろ比較分析をして、こういったことを強化しました、実施

しましたという記載がありますが、具体的にどういったことが内部要因であるという結論に至

り、それに対してどういった対応をしたのかということが挙げられるのでしょうか。 

○下條企画調整室長 参考資料の342ページをお願いします。342ページに、どういう分析をし

て、その結果どういう整理をしたかというのを整理をしております。 

 まず、昨年度の主務大臣の指摘を受けまして、我々は改善に向けてどういう分析がよかろう

かということで分析をしました。まず、農業者が加入する理由、逆に加入しない理由、まずそ

この分析が必要だろうと。ここは、新規加入者アンケートですとか、あるいは実際に成績が出

たところの事例調査を踏まえて、加入前に関心を持ったきっかけですとか、加入を決めたその

決め手は何なのかということを分析しています。分析結果はここに書いてあるとおりなんです

が、特に加入を決めた決め手は、全年齢層では平均して農委・ＪＡの戸別訪問というのが一番

高い。あと若い層では、家族からというのが非常に高い。あと女性もそうですね。というのが

あります。 

 それから、どこに魅力を感じているかというところ。これは過去のアンケートがありまして、

年代別に少し魅力を感じる点が違っていますね。若い層ですと保険料補助というのが１番にき

ますが、年代が40代、50代になりますと、社会保険料控除というのが１番にくるというように

なります。それから、経営状況のいいところは、事例を調べますと、やはりご夫婦で社会保険

料控除を最大限に取りにいっているという事例があるということであります。 
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 それから、制度を知っておりながら加入しない理由もあって、そこも分析をしていまして、

そうしますとどの年代も、保険料が最低２万円ですので月額、制度的に、これが最大のネック

という結果ですし、あとは50代という親世代以上の方々は、旧制度から新制度に変わったとき

の、昔の旧制度の不信感。これが比較的高いということがあります。 

 こういったことを踏まえて、次の344ページですが、新規加入実績に影響を与えるその内部

要因、これは何なのかということをさらに分析をしています。アンケート調査に加えて、委託

費の実績報告をもらっていますので、それを都道府県別、市町村別に分析をしています。やは

り戸別訪問と加入実績との関係。また、戸別訪問とほかの活動との関係も分析をしており、研

修会をやっていますが研修会での理解度と戸別訪問、あるいは実績との関係を分析しています。

それから、事例的に実績が上位のところがどういう状況かというところも、実際、現地調査に

行ってお話を聞いてきています。 

 そういった要因が１つだけではなくて、いろんな地域、地域にもよりますが、複合的な意味

で実績が出ている。とは言え、改善策につなげますので一応は整理をしてるんですが、戸別訪

問が一番の決め手になる。どうやってその戸別訪問を強化していくかというのが、もう第一の

ポイントだろうと思っています。 

 それから若い層は、それに加えてちょっと工夫が必要で、家族ぐるみで攻めないと、なかな

か若い層にだけアプローチしても、親が財布を握っているということもありますので、そうい

ったことも分析をしておりまして、家族ぐるみでやる。 

 それから、341ページになりますが、先ほど言いました旧制度のイメージ、これが根強くあ

るもんですから、それが実際どれぐらいネックとして効いているかということも、現場に行っ

てお話を聞いていますし、あとは、そうは言ってもそこを突破しないと進みませんので、実際

に突破できた地域についてもお話を伺っています。そういったことを参考にして組み立ててい

く。 

 あとは、それ以外の話で気をつけないといけないのは、市町村段階を指導する県の段階の指

導体制。忙しい中で人が少ないとなかなか農業者年金に手が回らないということがありますの

で、その指導体制の問題と、あと現場の市町村段階でも頻繁に人事異動があるもんですから、

新任者でも取り組んでいける、そういった工夫を我々はしないといけない、そういったことも

分析をしまして、その上で、347ページですが、加入推進の取組をどう強化していくのかとい

うことを、分析結果を受託機関に提示をして、共有しながら具体的にどうしていくかというこ

とを相談した結果が、ここの347ページ以降の項目になります。研修会の話ですとか、戸別訪
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問と名簿の関係ですとか、あと、若い人への戸別訪問の着実な実施をどうするかですとか、農

業委員会とＪＡの連携推進をどうするか、あとは戸別訪問の推進のサポート体制、県段階の体

制のことですとか、資料の関係。さらには、不信感を抱いている世代対策、親対策ということ

とか、こういったことについて改善策、そのうち27年度にできるものは何か、28年度からする

ものは何か、それを整理して27年度はできることをやってきたということになります。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。いろいろと分析結果が出て、それに対応

している。ただ、欄が限られているので書き切れなくなったと……。 

○下條企画調整室長 そうですね。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。 

 あと１点だけ質問させてください。９ページの（３）の①です。そこに、研修会の初参加者

が38％と記載していますが、前年度の評価書と今回見比べると、前年度は参加者が4,200名で、

そのうち初参加者が49％で2,000名程度。今年は全体の参加者が3,000名弱で、そのうち38％と

いうことで、全体的に参加者が少し減っているように見受けられます。制度内容の理解の増進

という観点からは、全体的な参加者が増える傾向にあるほうがよろしいのか。初参加者が増え

るのも、同様に望ましと思いますが、そこが減少しているように見受けられる点はどのように

考え、改善策として具体的に何か考えていることがありましたらお話しいただければと思いま

す。 

○下條企画調整室長 特別研修会の参加者自体は、26と27では特段減っていないと思っており

ます。数字が多少減ってると思うんですが、個別の話になりますけど、高知県さんが26年に２

会場でやったんですが、１会場でやってるということもありますし、あとは和歌山県さんのほ

うが開催できる箇所が限られているという影響もあって、個別の事情で多少変わってるんです

が、基礎数字は変わってないと思います。 

 それから、初参加者の数が38％。前年が、26年が３年に１回の農業委員会の改選時期にちょ

うど当たってまして、一番多く変わる時期だったということもあって、初参加が多かったとい

うことになりますので、参加者自体も、当然、先生おっしゃるとおり、研修会と活動の関係は

理解度が高いほどインセンティブがきますのでプラスの効果、あと、動く人数も関係もありま

すから、参加者も当然関係はあります。ただ、数字はそれほど変わってないというように受け

とめています。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。 

 以上です。 
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○中園理事長 研修会はほぼ全都道府県で開催をしておりますので、個別の色々な事情のせい

で、ちょっと数字で減ってるように見えるのかもしれませんけれども、私どももお邪魔してま

すけれども、こんな減ってる印象はない。むしろ、若干増える感じかなというふうに思ってま

す。 

○津田委員 これは複数、２度目、３度目ということで、参加は何度でも可能ですか。 

○中園理事長 可能です。 

○津田委員 開催に当たって、事前に何か通知とかするのですか。 

○中園理事長 そうです。通知いたします。 

○津田委員 なるほど、わかりました。ありがとうございます。 

○山田業務部長 先ほどの裁定割合の関係なんですけれども、昨年の91.1という数字がござい

ましたが、これは実際に勧奨文書を送った人の数が分母で、それで裁定した人の数が分子とい

う形で91.1という数字が出てるんですけれども、今年、それと同じように計算をしますと実は

100を超えます。100を超えるという意味は、勧奨文書を送った人の中で、その内訳の数が分子

という意味ではなくて、分子は裁定した人の数なんです。その裁定した人の数というのは、今

は１年遅れとか２年遅れで裁定をしたという人も含まれている、そういう数字になっておりま

して、同じベースで計算しますと、今年は100％を超えてしまいます。それで、去年と同じ形

でやると100を超えて、これは裁定されるべき人がどのぐらい裁定されているのかというのを

見る数字としては、必ずしも適切ではないんじゃないかということで、それで今年、ちょっと

ベースは変わりますけれども、本来、裁定を受けるべき人の数を分母に、実際に裁定された人

の数を分子に持ってきますと、27年度では99.4％という数字になっております。 

 ですから、裁定されるべき人は99.4％裁定されたという形になっていて、残り0.6％がこれ

から裁定を促したい、そういう形になります。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○菅原数理官 以上でよろしいですか。 

○津田委員 はい。 

○菅原数理官 ほかにございますでしょうか。 

○橋口委員 10ページの、特別重点都道府県における特別活動の実施というところに関わって

です。加入推進がいろいろ難しいとか、ある意味、県の事情あるいは市町村の事情等があって、

なかなか単純にいかないということも、私も一応それなりに承知しているつもりではあります

が、例えばここに重点都府県で1.20倍、特別重点県で1.43倍ということで、それだけ見ますと
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大いに頑張られて、大変良い結果だというふうに思えるのですけれども、こちらの参考資料の

ほうを拝見しますと、では、重点都府県とか特別重点都府県に設定されたところが、おしなべ

て上昇してるかと言うと、重点都府県に指定はされているのだけれども、やはり去年の実績を

下回っているところが結構あって、このあたりのばらつきがあるというところをネガティブに

見てしまうと、単純に重点都府県に指定したので加入率が上がってよかったというふうに、そ

う素直に読めるのかなという疑問を少し持ったものですから、大変申し上げにくいことではあ

るのですけれども、ご質問というよりはそういうふうに思ったという位で、お受けとめいただ

ければと思います。 

○中園理事長 年度計画で特別活動をやりますということを、それはそれでやらせていただい

て、それの結果として一定の、ここに書いてございますような数字的な結果が出たもんですか

ら、私どもとすれば計画どおりのことはきちんとやらせていただいた。結果としての数字も出

ているということで、加えてということで、ａ評価という形にさせていただいております。こ

このところは。 

○下條企画調整室長 おっしゃるとおり、ばらつきがあるんです。この加入推進は結構、肉弾

戦なものですから、人の影響が結構あって、現場段階もありますし、県段階でもちょうど担当

が変わったタイミングというのは、なかなか年度当初から動かないんです。やっぱり慣れてな

いということもあって。そうすると市町村への指導も慣れてないということが起きるもんです

から、人の要素もあって、同じ県でも昨年と今年がちょっと違ってくるということがあって、

何らかの障壁があって、全ての県を同じように全部プラスというのはなかなか厳しいなと思っ

ています。 

 それだけでもやっていけば、最初の年度の県別のばらつきはあっても、傾向としては底上げ

が図られていくんではないかというふうに思って今やっているところです。 

○橋口委員 その年度内でなくても、場合によっては次の年に浸透したところがあるかもしれ

ないから、そういう意味では必ずしも前年度と今年度というように単純に２カ年だけで見ると

いうよりは、もう少し傾向的に長期で、少し長い目で見るのも必要なことと思います。 

○下條企画調整室長 そこの県だけを比較するのであれば、過去３年の平均と、こっちのほう

の平均を比べてみるとかいうことがいいのかなと思うんですが、クロスで平均をすると、ある

程度そこのばらつき度合いは、影響は少し低減されて、クロスの集計で年度間を比較するとい

うことは一定の意味があるかなとは思っています。 

○菅原数理官 ほかはよろしいですか。 
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 また何かございましたら、後でも構いませんのでお受けしたいと思います。 

 では、続きまして、Ⅱの「業務運営の効率化に関する事項」につきまして、実績等報告書の

11ページから28ページまで、基金からご報告をお願いいたします。 

○下條企画調整室長 11ページ、12ページは、評価対象となる指標及び参考となるデータを並

べております。 

 本文、13ページからですが、まず業務運営の効率化による経費の抑制等ですが、まず（１）

一般管理費及び事業費の抑制でございますが、まず一般管理費につきましては、当初予算比で

３％減、実績で16％削減となっております。この16％の削減の主な要因は、情報セキュリティ

の強化を最優先に進めまして、その対策に相当な期間を要したために、予定していたシステム

開発に着手できなかったこと等による要因でございます。この項目はｂと評価しています。 

 次に事業費ですが、当初予算比で１％減、実績で3.2％の削減となっております。この項目

はｂと評価いたしました。 

 次に人件費の削減等ですが、国家公務員の給与制度の総合的な見直しを踏まえて、適切に対

応しておりますので、ｂと評価いたしました。 

 次に、給与水準の適正化ですが、これは計画どおり対応しまして、ラスパイレス指数は100

を上回っておりません。また、給与水準の適正化の取組の進捗状況等については公表をしてお

りますので、この項目はｂと評価いたしました。 

 それから次に、契約の適正化の推進ですが、計画どおり、まず企画競争、公募及び政府調達

案件につきましては、事前に契約審査委員会で検討を行った上で、契約を締結しております。

次に、一者応札・応募となった契約につきましては、公告期間等の改善を行いました。また、

契約監視委員会でも検証され、指摘事項はありませんでした。 

 次に、契約審査委員会で入札契約の適性の審査を行い、また監事監査においては適正に実施

されていると認められ、指摘事項はありませんでした。 

 それから、一般競争入札等に付することが適当でないと認められる例外的な場合の、随意契

約の適正化の推進につきましてですが、計画どおり、調達等合理化計画の取組のフォローアッ

プと公表、及び契約監視委員会での点検と公表を行いました。こうしたことから、この項目は

ｂと評価をしております。 

 それから、業務運営の効率化ですが、まず事務処理の簡素化です。 

 26年度の新システム導入に伴い、統合・簡素化された届出様式により事務処理を行いまして、

その定着を図りました。なお、各種届出書のうち、戸籍抄本または住民票の添付を求めている



14 

 

ものにつきまして、原本還付の手続の扱いを定めて、27年５月から還付の手続を徹底し、加入

者の負担の緩和をしておりますので、この項目はｂと評価しました。 

 次に、電子情報提供システムの利用促進等ですが、計画どおり農業者年金記録管理システム

の利用促進に努めております。農業者年金記録管理システムのアクセス件数は前年度を上回っ

ております。このため、この項目はｂと評価をいたしました。 

 次に、農業者年金記録管理システムの開発等でございますが、社会保障・税番号制度への対

応等のための開発につきましては、住民基本台帳ネットワークとの接続のために必要となるハ

ードウエアの調達と、住基連携システムのインストールを完了しておりますので、この項目は

ｂと評価をいたしました。 

 次に、組織運営の合理化ですが、常勤職員数につきましては年度末74人としていまして、こ

の項目をｂと評価しました。 

 次に、能力・実績主義の活用ですが、期末特別手当の額への職務実績の反映、それから昇給

区分の決定及び勤勉手当の額への人事評価の反映につきまして、計画どおり実施をしました。

このためｂと評価をしております。 

 次に、委託業務の効率的・効果的実施でございますが、（１）実績報告書による活動状況の

把握ですが、計画どおり受託機関の実施状況を集計し、把握をしております。集計結果を分析

し、委託費の効果的実施に向けた検討のための基礎資料として活用いたしました。従いまして、

この項目はｂと評価をしております。 

 次に、（２）加入推進活動を活性化させるための業務委託費の配分の見直しですが、計画ど

おり加入推進活動を活性化させるインセンティブの拡大のため、見直しを行っておりますので、

ｂと評価いたしました。 

 （３）業務実態等を踏まえた配分基準の適正化ですが、計画どおり、経営移譲、経営継承の

事前指導を徹底することに伴う事務量の増減に応じた配分となるよう見直しを行いましたので、

ｂと評価しました。 

 次に、業務運営能力の向上等です。 

 （１）農業者年金基金職員についてですが、計画どおり年度当初に研修の実施計画を作成し、

計画的に研修を実施して職員の能力向上を図りましたので、この項目はｂと評価をいたしまし

た。 

 ページめくっていただいて22ページ、（２）ですが、業務受託機関担当者の関係ですが、ま

ず１点目、都道府県段階の業務受託機関につきまして、年度当初の担当者会議の実施、必要な
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事項の周知、それから業務推進に向けた意見交換の実施につきましては、計画どおり実施をし

ております。 

 次に、年度当初の新任担当者研修会につきましても、計画どおり実施をしました。それに加

えまして、６月に経営移譲及び支給停止等の専門研修を開催しております。 

 次に、ブロックを単位とした担当者会議につきましても、計画どおり開催をしております。

特に27年度は、会計検査の状況と主務大臣の評価結果、いろいろ指摘事項もありましたので、

早目に受託機関に説明しておく必要があるということから、９月に臨時の担当者会議を開催し

ています。 

 また、ブロック会議でも会計検査の状況及び主務大臣評価の指摘事項を踏まえた対応案につ

いて説明をし、実体を伴った経営移譲の確認に必要な事務処理の見直しを協議するとともに、

加入推進の取組、強化及び業務研修の理解度テストのあり方について協議をしております。 

 また２月には、ブロック代表による業務連絡協議会を開催し、会計検査院からの処置要求を

受けた28年度からの事務処理について説明し、協議を行っております。28年度の加入推進の取

組方針、それから業務研修についても意見交換を行っております。 

 次のページお願いします。２点目ですが、市町村段階の業務受託機関につきましては、都道

府県段階の受託機関に対しまして、担当者会議や研修会、ブロック会議等での内容について、

市町村段階の受託機関に周知するよう要請をしております。 

 ３点目ですが、実体を伴った経営移譲及び経営継承を確保するための指導等についての、理

事長通知の改正を行い、通知をしております。それとともに、市町村段階の受託機関を対象と

する研修会等へ基金から役職員を派遣し、指導を行いました。派遣件数は計画どおり前年度を

上回っています。こうしたことから、この項目はｂと評価をしております。 

 なお、昨年の主務大臣評価における理解度テストを改善されたいとの指摘事項を受けまして、

既に説明したとおり、対応案について業務受託機関と協議をし、その結果、業務研修において

各研修項目ごとに例題と答え合わせと解説を行い、研修参加者が自分が誤った箇所の特定とそ

の認識・理解の是正ができるようにするとともに、28年度の業務研修から実施するということ

といたしました。 

 次に、内部統制の充実・強化でございます。 

 内部統制の基本方針及び前年度の監事監査・内部監査の結果を踏まえ、内部統制のリスク強

化に取り組みましたので、この項目をｂと評価しました。 

 次に（２）ですが、役職員の行動指針の指示と周知につきまして、計画どおり実施をしてお
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ります。また、経営管理会議での年度計画等の進捗管理、それから内部統制に関する取組状況

の把握等、必要な指示またはモニタリングにつきましても、計画どおり実施をいたしましたの

で、この項目はｂと評価をされます。 

 次に（３）ですが、まず１点目、コンプライアンスの推進につきましては、コンプライアン

ス研修やコンプライアンス委員会の開催など、計画どおり行っております。次の２点目、リス

ク管理の徹底につきましても、計画どおりリスク管理委員会を開催し、リスク管理を徹底して

おります。また、昨年度の主務大臣評価における指摘事項のうち、経営移譲年金受給者総点検

の報告につきましては、点検を終えて農水省へ報告を行っております。 

 また、計画的な基金職員の育成、定期的な基金職員及び業務受託機関の理解度チェックの仕

組みにつきましては、先ほど説明したとおり対応をしております。なお、27年に会計検査院長

から出された是正の措置及び是正改善措置の要求につきましては、全てきちんと対応をいたし

ました。 

 ３点目、内部監査の実施ですが、計画どおり内部監査計画を作成し、内部監査を実施しまし

た。こうしたことから、この項目全体としてｂと評価をしております。 

 （４）加入者の代表等の意見の反映ですが、計画どおり運営評議会を開催し、議事要旨をホ

ームページで公表しております。また、運営評議会でのご意見を加入推進の取組に反映させて

おります。このため、この項目をｂと評価しました。 

 それから、業務受託機関の事務処理の適正化ですが、業務受託機関における事務所に対して

１点目の240機関程度の考査指導、２点目の考査指導の結果の周知徹底、３点目の重要な事項

の必要な指導につきましては、いずれも計画どおり実施をしております。こうしたことから、

ｂと評価をしております。 

 それから、情報セキュリティ対策ですけれども、情報セキュリティ規程の関係及び農水省へ

の迅速な報告の関係は、計画どおり実施をしております。その上で、27年６月に発覚しました

日本年金機構の個人情報漏えい問題を受けまして、まず基金として、初動動作として緊急の自

己点検の実施などを行いました。 

 また、27年８月に厚労省第三者委員会の報告などが公表されましたので、それを参考に標的

型メール訓練の導入、個人情報を扱うシステムと端末のインターネットからの遮断、情報セキ

ュリティ研修と効果測定の実施を行いました。この結果、28年１月に当基金に不審メールが大

量に送りつけられるということがありましたが、何ら被害の発生はありませんでした。また、

不審メールの大量送付の経験を踏まえ、基金役職員全員のメールアドレスの変更といった対応
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も行いました。こうしたことから、この項目は計画以上の取り組み、指示を行いましたので、

ａと評価をしております。 

○菅原数理官 ありがとうございました。 

 それでは、以上ご報告いただきました「業務運営の効率化に関する事項」につきまして、ど

なたからでも結構でございますので、ご質問やご意見をお願いいたします。 

○津田委員 私から３つ伺いたいことがございます。 

 １点目が16ページの（１）の記載について伺いたいのですけれども、年度計画欄では事務書

類の検証を必要に応じて見直しますという計画が記載されており、また、主な指標の欄のとこ

ろに、計画どおり検証をしたかということで書いてます。実際に主要な業務実績の実績の記載

については、アクセス件数が前年度より10％増加しましたということが書かれていますが、年

度計画の内容とこのアクセス件数が10％増えたという指標を示したことの対応関係がしっくり

こないです。これを記載した意図を教えていただければと思います。 

○山田業務部長 まず、この（１）の計画どおり検証したかというところなんですけれども、

これは事務書類の簡素化というものがどのように有効に機能しているかということでありまし

て、実際にした話としましては考査指導ですとか、日常業務で電話照会等を通じて受託機関か

ら簡素化した書類についてどうかというようなご意見をお伺いしております。それで一部、帳

票類で特殊なサイズの帳票があるので、Ａ版に統一してほしいといったような要望がございま

したけれども、特段、さらなる事務書類の簡素化をしてほしいといったような具体的な要望は

27年度におきましてはなかったということであります。 

 アクセス件数なんですけれども、これはシステムをどのぐらい活用していただくかというこ

とでありまして、システムを活用していただければいただけるほど、事務書類というのはより

簡便な形で活用いただけるという意味で、１つの指標としてこのアクセス件数というものを出

しておりますが、このシステムのアクセス件数のみでもって、この事務書類の簡素化というも

のが定着しているのかどうかということを全てカバーし切れるという関係にはございません。 

○津田委員 そうすると、計画どおりの検証というのは、具体的には加入者や受託機関に実際

にどうだったということをヒアリングなどで確認をする。それが検証の結果ということで、主

要な業務実績の記載になりますが、そこの部分が現れているということが、絶対的な記載から

読み取れない……。 

○山田業務部長 つまり、この事務書類の簡素化というものが、どの程度うまくいっているか

というのは、定性的なことと定量的なことがあろうと思います。定性的なことで言えば、先ほ
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ど申し上げたような考査指導ですとか、日常業務での照会ですとか、あるいは受託機関を対象

としたいろんな会議がございますので、そういったところで研修会なんかを通じて、いろんな

要望をお聞きするという中に、先ほど申し上げた帳票類の一部のＡ版への統一化というような

要望がございましたけれども、14種類から４種類へ事務書類を簡素化したというような流れで

の、さらなる簡素化といった要望は、具体的には27年にはございませんでした。 

 アクセス件数はその１つの定量的なデータとして、参考になるデータかなというふうに考え

ております。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、２点目が26ページの（５）の考査指導です。265の受託機関に対して考査指導を

行ったということですが、参考資料の181ページあたりから考査指導の結果を書いており、い

ろいろと指導をした内容などの記載がありますが、181ページの結果の概要、Ⅳの考査指導の

概要のところで、是正または改善を要するものは該当なしということになっています。こちら

に記載をするならば、どういった場合に記載をするのですか。一見、いろいろな指導内容があ

るもので、何かここにも是正や、また改善を要する事項が幾つか並ぶのかなと想定したのです

が。 

○菅原数理官 どなたか、基金からご回答お願いします。 

○中園理事長 この参考資料に書いてある是正または改善するものは、相当なものをこの要綱

のほうに規定していまして、余り軽微なものは対象にしてないです。 

○津田委員 例えば、どういったものを想定されているのか、目安にもしあれば、教えていた

だければと思うんですけれども。 

○中園理事長 要綱を持ってない、誰か。 

○津田委員 要綱に記載が……。 

○山口監事 参考資料の203ページじゃないですか。 

○津田委員 多分、レベル感で言うとよほど業務に支障のあることになるとは思いますが、何

かサービスを受ける側に多大なるご迷惑をおかけしたとか、そういうことになるのでしょうか。 

○中園理事長 しばらくそういう事例がありません。とにかく相当なことですね。公文書で指

導し、指導の結果を私ども報告を受けるわけですから。口頭でここはこういうやり方じゃなく

て、こういうやり方でやってくださいよという口頭指導は、これはもうここに書いてあるとお

り、常にやり続けなきゃいかん話だからやっているんですけれども、ここまでの文書でやると

いうのは、具体的に言うとしばらく事例がなかったもんですから。 
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○津田委員 なかなかないことなんですね。ということは、今回の考査指導内容に挙げられて

いる事項は、改善は必要あるけれども、そこまで致命的なものではないということでしょうか。 

○中園理事長 そういうことですね。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○高橋補佐 何か具体的に想定しているものがないのでしょうか。あるいは、過去にやったも

のなど事例はありませんか。 

○中園理事長 例えば業務の処理、事務処理をお願いしていますから、組織として受けて、受

託機関として受けていただいている。そうすると、体制が悪かったり、事務処理の二重チェッ

クがちゃんとできてなかったりして、農家さんから出された届出書だとか、そういうものが何

カ月も放ってあったとか、そういうことになると当然、私どもとすれば、これはだめですよ、

その体制を変えてください、あるいは二重チェックしてくださいという文書を当然に出します。

そうすると向こうのほうから、こういうふうに体制も変えましたというようなご報告をいただ

くとか、それが一番わかりやすいですかね。 

○高橋補佐 受給権者とか被保険者の利害に直接関わるような案件とか、大量にそういう処理

の不適切な案件が出てきたとか、そういう場合ということでしょうか。たまたま１件ミスがあ

ったようなのは対象にならないんでしょうか。 

○中園理事長 １件ミスったのが相当なミスなら、これはだめですけれども。 

○高橋補佐 例えば、受給権者カードをちゃんと整備しないというか、ちらほらそういうのが

散見されても全く何もしていないというわけじゃないのと、全くそういうものを整備していな

いというのでは、指導のレベルも違ってくるとかはあるかもしれません。 

○中園理事長 あるけれども項目が抜けているとかというのは口頭で指導して、これは変えて

くださいというような話は、改善してくださいという話はしますけれども。今申し上げたのは

ちょっと極端過ぎる例かもしれませんけれども、やっぱり受給権者の方とか加入者の方に、大

変なご迷惑をかけるような話というのは、これは私どもとして口頭ではなくて、きちんと文書

で示させていただいているというのは、極端過ぎるかもしれませんけれども、それは１つの例

です。 

○津田委員 ありがとうございます。 

○菅原数理官 よろしいですか。 

 では、そのほかどなたかございますか。 

○百瀬委員 細かい話ですけれども、19ページのところに「活性化組織割手数料」という形で、
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要するに、受託機関の方が加入者を一生懸命入れて、たくさん入れれば入れるほど加算がつく

という仕組みだと思うのですが、これを３人で打ちどめしていたのを無制限にしたという理解

でよろしいですか。実際、この効果というのはあったのでしょうか。 

○下條企画調整室長 参考資料の95ページをごらんください。 

 活性化組織というのは、加入者、受給者による協議会をイメージしていただければいいと思

うんですが、そういう方々が制度普及にも頑張っていただいています。頑張った場合に、その

働きに応じて出しますよという仕組みです。例えば北海道などは、結構この仕組みが効いてい

て頑張っていただいています。３人までという上限は、１市町村で１つの組織しかなければ３

人まで、複数の組織があれば、広域合併で複数ある場合があるものですから10人と上限を決め

ていました。 

 ここを見ていただくと、26年度の数字を見ていただきますと、この１市町村当たりの平均を、

活性化組織があるところと市町村全体と上下で比較していますが、新規加入者のところ、１市

町村当たり、26年は活性化組織があるところは4.2人、全国の１市町村当たりは1.6人、こうい

う状況です。若い層で見ると、活性化組織だと１市町村当たり2.9人、全国平均だと1.1人とい

うことで、活性化組織が2.7倍の働きをしているという状況にあります。 

 27年から見直しをしているんですけれども、これだけ頑張っても例えば市町村によっては10

人、20人と実績を出すところがあるんですが、上限があるとそこで頭打ちだということなもの

ですから、現場からの要望もありまして、その上限を取り払ったということです。 

 あと、単価も１万円と１万5,000円と分けていまして、若い層は１万5,000円ということも26

年から同時にやっていまして、単価を上げて、１年おくれで上限撤廃ということをやって初め

て、単価を上げた効果も出てくるということで、27年を見ていただきますと、上も下も両方と

も伸びているんですけれども、相変わらず2.7倍と活躍していただいていますし、全体に占め

る若い人の割合、これが上と比較しますと3.5ポイント差になっていまして、その前年は2.5ポ

イント差、微妙ですけれどもその効果は出てきたんじゃないかなと思っていますし、事例的に

は、北海道などは27年は、26年にだいぶ落ちたんですけれども復調をしていまして、その中で

伸びた市町村については要因の報告をもらっていまして、こういった配分見直しがあるので、

戸別訪問をしっかりやらなきゃいけないということで話し合いをしていただいて、戸別訪問を

しっかりやっていただいて伸びたという報告もいただいていますので、私どもとしても効果が

あったなと思っております。 

○百瀬委員 当然、加算をふやしたり、上限を撤廃するということは、それだけのお金が出て
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いくことになると思うのですが、それはどこか別のところを削って出すという形で対応されて

いるのですか。 

○下條企画調整室長 各市町村、ＪＡごとに一定の算定基準で配分値を決めた上で、全体予算

の範囲内に収まるように調整をやるんです。ですので、全体予算は毎年１％減でやっていきま

す。その中でやりくりしていくということになります。 

○百瀬委員 わかりました。 

 それともう１点ありまして、被保険者の意見を反映させているということで、加入者ですね、

26ページのところで、今年多分、運用が余りよくなかったとは思うんですけれども、それに関

して、例えば被保険者の側から何か意見があったりとかということは、あるいは不満があった

りということはなかったんでしょうか。 

 アプローチの強化とか、そういった運営面での改善は図ったというふうに書いてあるんです

が、その運用面について何か意見があってそれを反映させたということはあるんでしょうか。 

○下條企画調整室長 運営評議会での議論では、これは27年の議論ですので、26年までの実績

が分かっている状態で、そうしますと26年はよかったんです。なので、今年の結果が分かる前

の議論ですので、その点では特段の議論はありませんでした。 

○百瀬委員 わかりました。 

○菅原数理官 よろしいですか。 

○橋口委員 たまたま同じ場所で、質問内容は全く異なるのですけれども、評価に直接関わら

ないとは思いますが、教えていただきたいのは、26ページの真ん中あたりに主な業務実績で、

「農地利用適正化推進委員の係わりの明確化等の意見を加入推進の取組へ反映させた」とある

のですけれども、この内容について教えていただきたいと存じます。問題意識としましては、

農業委員会制度が変わったことによって、加入推進上の対応とか取組に何か変化を求められて

いるのか、そうでもないのかというあたりを、参考としてお聞きできればと思います。 

○下條企画調整室長 法改正がなされて、まさに、この４月から順次移行していくということ

になっています。その中では農業委員会の委員数が、だいたい半減されていく。そのかわり利

用適正化推進委員さんの数が増えていくという状況の中で、私どもは従来、農業委員さんに加

入の活動をお願いしているので、そこが減るということなので、マイナスの効果があるじゃな

いかというご指摘がこの運営評議会でもあって、一方で増えていく方がこの適正化推進委員で

すので、この方々が農業者年金の業務、制度普及に関わりを持つかどうかということを明確に

してほしい。できれば、そういった方々にも協力いただいて、加入推進体制を維持強化してい
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くということを図ってはどうかというご指摘だったんです。 

 これは、私どもが直接、この利用適正化推進委員さんのあり方についてどうのこうのと話す

ことはできないものですから、そこは私どもの受託機関である全国農業会議所のほうを通じて、

農水省の担当課と調整をしていただきました。結論的には、農業者年金の業務が農業委員会法

の６条１項の業務、本来業務であると。その業務について適正化推進委員さんが関わるという

こと自体は構わないという整理をしていただいて、その推進委員さんにも加わっていただくと

いう方向で、組み立てをしているところです。 

○橋口委員 わかりました。ありがとうございました。 

○菅原数理官 よろしいですか。 

 そのほか、何かございますでしょうか。 

○百瀬委員 最後にまた聞いても大丈夫ですか。 

○菅原数理官 はい、一通り終わってから、後で受け付けます。 

○高橋補佐 内部監査の関係でございますが、この参考資料の52ページに27年度の監査報告と

いうのがあって、適正に対応されているということではあるんですけれども、基金の内部統制

システムの整備及び運用についての意見がついておりまして、リスクの評価と対応等の現状を

調査分析し、内部統制システムをより充実させる必要があると認めるとの意見が記されており

まして、その背景とか趣旨とか、何か具体的に補足できるものがあればお聞きしたいなという

ふうに思いまして。 

○山口監事 監事の山口から、お答えさせていただきます。 

 参考資料の53ページの２の第１段落に書かれているように、規程等はあることはあるという

ことなんですが、それについてきちんと実行されているかどうか、怪しいところがありました。

その１つの例として挙げれば、主務省のほうにも報告されていると思いますけれども、文書が

数年間、所在がわからなくなったというようなことがございましたので、では、どのようにそ

の文書の管理が徹底されているのかというのを細かに見ましたところ、文書管理が規程どおり

行っているかどうかというところが、まずその現状の把握自体が、役職員の間でいろいろ精粗

があったり、その規程がきちんと動いているかというモニタリングがされているかということ

についても、行われてないような不十分なところがございました。ということで、きちんとリ

スクの評価やその対応措置、それをきちんと役職員で徹底できているのかという統制活動とか

情報伝達、モニタリング、ＩＣＴへの対応ということで、今の文書の数年間所在不明というも

のにつきましても、実は、なぜその文書が、基金が受け取っていたかというのは、システムに
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記録が残っていたということで、そのシステムの使い方も、いろいろ入力の仕方も、体系的に

全体的に今でも不十分ではあるんですけれども、ある程度間違いなく運用されています。文書

の長期間不明という事態はかなり大きな話でございますので、こういう形できちんと内部統制

システムをもっと充実させる必要があるという意見を出させていただきました。 

 なお、これについては基金のほうで、今年度、28年度に入ってからその内部統制システムの

充実につきまして、きちんと対応されているという報告をいただいております。 

○高橋補佐 発覚したのは今年度になってからですか。文書紛失の案件は。 

○須藤理事 27年度です。27年度の年央ぐらい。11月とか。 

○中園理事長 この監事からのご報告、そのとおりなんですけれども、６月末時点で私のほう

にご報告がありましたので、ご報告というか指摘がです。私どもも、私から直接、各分部室長

にこのご指摘についての内容の検討と、それと対応策について指示をしたところですし、それ

から経営管理会議の中でも、今後、定期的にこのモニタリングをやっていくんだ。初回が恐ら

く今度は10月がその経営管理会議の定期の会合になりますので、その際を皮切りにモニタリン

グをしていくということを指示したところです。 

 こういうことはあってはいけないことなんで、ご指摘をいただいたんですから、これに基づ

いてきちんとやっていきたいというふうに思っております。 

○高橋補佐 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○菅原数理官 それでは、議事次第の最後になりますが、Ⅲの「財務内容の改善に関する事

項」からⅦの「その他の事項」まで、実績等報告書の28ページ以降、最後までのご報告をお願

いいたします。 

○下條企画調整室長 財務内容の改善に関する事項です。 

 融資事業及び農地の割賦売渡による貸付金債権の整理では、債権分類見直し、それから債権

の管理・回収について計画どおり行っております。また、担保物件の評価の見直しも計画どお

り行っておりますので、この項目はｂと評価いたしました。 

 それから次のページですが、運営費交付金額の必要額の算定につきましては、運営費交付金

の算定ルールに基づきまして算定をしておりますので、ｂと評価をいたしました。 

 それから、予算、収支計画及び資金計画の中の業務運営の効率化による経費の抑制等。ここ

は先ほどと重複しますので、同じ理由でｂと評価をしております。 

 第５の短期借入金の限度額。短期借入金については実績がありませんでした。 

 長期借入金ですが、これにつきましては競争入札を行い、極力有利な条件で借り入れを行っ
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ております。評価のほうに書いてありますけれども、競争入札で応札倍率を高めるような工夫

を行いまして、入札参加金融機関数が過去３年の平均74に対して98機関、32.4％増となってお

りまして、この結果、借入金利利率を低利で抑えられましたので、相当努力をした結果だと受

けとめていまして、ａと評価をしています。 

 第６、その他主務省令で定める業務運営に関する事項。職員の人事に関する計画の関係です

が、方針のところは先ほどと同じように説明等が重複しますので、この項目につきましては同

じくｂと評価をしております。 

 （２）の人員に関する指標。ここも同じく74人ということで、ｂと評価をしております。 

 積立金の処分に関する事項ですが、これも計画の範囲内で充当を行いまして、積立金の処分

は適切ということで、ｂと評価をしております。 

 以上でございます。 

○菅原数理官 ありがとうございました。 

 それでは、ご報告いただきましたⅢの「財務内容の改善に関する事項」からⅦの「その他の

事項」まで、ご質問等をお願いいたします。 

○津田委員 31ページの長期借入金のところです。今回、評定をａとされていて、応札倍率が

高まったということと、借入れの利率を抑えられたという２つのことを理由として評定されて

います。借入利率につきましては、私は余り金利などには詳しいほうではないですが、昨今の

金利が低下していたりマイナスだとか言われている状況で、0.152％から0.145％というのが、

外部要因が強いのかなという気がしております。確かにご努力もあって、応札倍率が高まった

ことによって、より有利な条件でということはあったとは思いますが、外部のものから拝見す

ると、ａ評価とされる根拠としては少し弱いかなというふうに感じておりますが、その点いか

がでしょうか。 

○須藤理事 お手元にお配りしている自己評価の追加参考資料の一番最後の12ページをご覧く

ださい。金利の話についてのご説明をするため、見やすく作ったものです。 

 これは全体の金利が下がっていく中で、それぞれの金利が下がっていくというのはトレンド

として必ずありますが、それぞれの借り入れをする機関がどの程度、努力をしたのかというの

は、その下がり具合のところを取り出して比較対象することができるように、その数字を加工

しなくてはいけないんです。その加工方法につきまして、説明を差し上げるために作った作図

でございます。 

 真ん中の政府保証債５年というところが、ここがフォーカルポイントになるわけですが、私
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ども農業者年金基金というのは、長期借入れをしておりますけれども、これは政府保証を付け

てます。従いまして、全く借り入れリスクのないものという位置付けですから、借り入れと政

府保証債のところと大体信用リスクは似ているんです。ここの信用リスクをほとんど同格のも

のと比較していて、あとはそこに若干差がありますけれども、必ず毎年出てくる差というのは

流動性リスクになります。つまり、銀行間で売買をしていて、転売するときの手数料がかかる

のか、手間がかかるのかというところだけが金利に若干、借り入れのほうだけが上乗せされる

という、そういう仕組みで金利が決定されているというふうにお伺いしております。 

 そこで、その部分をご覧いただくと、これはそれぞれ昨年の実績と言いますか、政府保証債

の26年度と27年度との比較で、26年度の政府保証債は0.060％でした。こことの乖離という意

味では、私ども農業者年金基金が政府保証付きで借り入れをした借入利率との金利差は、プラ

ス0.092％という意味で、流動性リスク、プラス信用リスクを合わせたリスクとして、私の方

がそれだけ金利を高くお支払いしなければならない状況で借り入れを実行せねばならなかった

ということを表しております。 

 27年度につきましては、ここのところが政府保証債が0.095％ですけれども、借入利率との

比較をすると、プラス0.050％ということで、ここの間、金利差が縮まっているんです。金融

の世界におきましては、0.01％というのが１ベーシスポイントという言い方をされており、金

利差の有効な乖離を表す基本数値で、世の中的に言うと、１ベーシスポイント、２ベーシスポ

イントは、流動性の高まったときによく表れる差で、５ベーシスポイントぐらいまできますと、

信用リスクの差というふうに一般的には言われております。 

 ここのところで言いますと、５ベーシスポイント縮め、信用リスクを下げさせて、私どもの

借り入れが有利に実行できたと言えるぐらいの大きい差を実際出しましたが、よく考えてみま

すと、我々、政府保証借入金でありますし、昨年から今年にかけまして信用リスクを下げるよ

うな、そういう銀行に対して何も変えてないわけで、要はここの差は流動性リスク、つまり、

それだけ銀行なり、信用機関、投資家向けに幅広くお買い求めいただくような努力を相当以上

にやったというふうにしか考えられない。そういうリスクの程度であったということです。そ

れだけの差があるということで、あえて私ども金利という観点では、優位な差であったという

ふうに、評価させていただいたほうがよろしいかなということで、挙げさせていただいた数字

です。 

 ご参考までですけれども、もちろん、金利という意味では銀行間の５年もの金利スワップ、

長期プライムレートというのがあります。それぞれ低いレートで動いておりまして、低金利時
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代そのものを表してますが、それぞれ貸し手、借り手の事情が非常に濃厚に表れますので、そ

れぞれの金利の動き方というのは跛行性がございます。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。 

 そうしましたら、翌年度以降も金利のその動きについては、このような視点から評価をされ

るということでよろしいですか。 

○須藤理事 私どもの努力で金利を下げたかどうかという観点で、評価の仕方としてはこれが

ベストだと思います。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○菅原数理官 そのほか、ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、議事次第１は最後になりますので、全体を通しましてご質問等ございましたらお

願いいたします。 

○百瀬委員 年金基金さんのホームページで、さまざまな統計データが公開されていたので、

それを確認しました。公的年金の世界では、基本的には、加入者イコール被保険者数で考える

のですが、農業者年金基金の場合は、被保険者数と加入者とはまったく違う概念になっていま

す。要するに、受給権者も加入者にカウントしています。 

 ですので、被保険者数だけを取り出してみると、平成14年度末に７万人いたのが、今もう５

万人を割っています。こういう動向がもしこのまま続くと、農業者年金基金の被保険者数は、

いずれ４万人、３万人というふうになっていってしまう恐れがありますが、そのあたり、どの

ようにお考えでしょうか。 

○下條企画調整室長 それは、14年は旧制度から新制度に切りかえの年でして、旧制度に入っ

ていた方が、引き続き新制度に移行した塊が大きいんです。大体、御承知のとおり、若い層よ

りも50代、60代が多いんです。そうすると、この塊から順に60歳到達とともに被保険者のデー

タから減っていきますので、当面この塊が減っていくスピードのほうが、新規加入者のプラス

よりも多いですから、当面、ストックベースは減っていくと思います。 

 この塊が移行してしまって落ち着いてきたときに、我々が今、若い層について重点的にやっ

ていますので、その塊が増えていますので、いずれ減って落ち着いて、じわっと増えていくと

いう動きになっていくだろうというふうに見ています。 

○須藤理事 今の話を補足させていただくと、被保険者の数が減っていくであろうというのは、

今の説明にもあるとおりですが、そのとおりです。 
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 被保険者の数が減っていくところで１つ大きい段差というか、滝のようなだんっと大きいの

がありまして、それが今申し上げたとおりで、14年度の新制度が切り替わったときに、旧制度

の方がどんっと乗り移った。乗り移らせるようにするために、政策支援の中に特別カテゴリー

を入れて、それで入ってきていただいたという方たちがいらしたということです。 

 それで、その方々が年齢的に言いますと、50代がまだ非常に多いです。それから40代の方も

かなりいらっしゃいます。その方々のところに物すごい大きな波があって、その方々が受給者

のほうに移ったときに、ある意味、被保険者の方々の塊である普通の年金の定常状態が現れる

というふうに、客観的にと言いますか、かなり極端に冷静に考えるとそういうふうに見れると

いうことでございます。 

 ただし、単純にしかし、それがただやってくるということでは、大変我々としても努力が足

らないわけで、そこのところは政策年金でもございますし、担い手年金ということで考えてい

るものですから、20代、30代の方々が入っていって、その方々がその後ずっと、ある程度の山

にそのままなってもらえるように、加入推進を進めていくというところは、１つ課題がある。

それが定常状態になったときの人数が３万人とか４万人のオーダーでとまるかどうかという話

になってくるだろうと思います。 

 ただ、これは全体の人数が、被保険者の数が何人なのかというところの話として、多ければ

多いという意味で、我々としてはうれしいわけなので、それが担い手の数を底支えするという

政策効果をもたらすという意味でうれしいわけですから、それは行わねばならないとは思うん

ですけれども、それが１つの課題だとは思いますが、もう一個の視点というのがあると思いま

す。 

 つまり、農業者年金と言うのは、被保険者の時代では確定拠出年金というわけでございます。

ここは、国民年金さんなり厚生年金さんなり、賦課型のものというものとは違うわけで、被保

険者の方々の母集団が何人いらっしゃるのかというところが、年金を寄って立たせるためのク

ルーシャルポイントというわけではないんです。受給者との関係で、加入者が必ず何人いなけ

ればならないというところではない。 

 したがいまして、我々としてはそこの被保険者の方々の人数というのが、ボトム何人という

意味で、政策的な意味の年金を支えるための柱としてのボトム何人というものは考慮する必要

性はなかろうかなと。 

○百瀬委員 ただ、公的なお金、例えば農業者年金では事務手数料も当然、公費が出てるわけ

ですよね。それから職員さん、今74名いらっしゃいますけれども、その人件費も全部税金で賄
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っているわけですよね、基本的には。すると加入者が幾ら減っても、確定拠出だから、ボトム

は考慮する必要がないと言って、74人もこのまま継続していくということになれば……。 

○須藤理事 確かに。申し上げたのは、第１点のところにボトムがあるというところでござい

ます、私の強調したいところは。政策年金として、担い手の人数、それが農業者年金がカバー

するという意味で、その人数が相当数にならねば我々は政策年金として認知されないだろうな、

こういう認識であるということです。そこの部分が、加入推進のある程度の度合いをかけねば

ならないところにあるだろう。 

○中園理事長 今申し上げたように制度の政策目的自体は、もうおっしゃったとおり、農業者

の老後保障と若者の確保という意味から言うと、やっぱり若者を中心に加入いただいて、この

制度のメリットを農業者に享受いただくというのは、大変大事な観点なんで、そういう意味で

は加入推進というのはこの事業の、大臣からの指摘もございますように、大きな一番の課題だ

というふうに思っております。 

 そういう意味では、この加入推進をどう進めるかというのは大事な視点で、今まで先生方か

らも去年も今年もご指摘をいただいておりますけれども、私ども引き続き、この加入推進には

全力を挙げて取り組まなければいかんなと思っております。 

○百瀬委員 やはり、先ほどの繰り返しになりますけれども、若い人の中で通常加入ではなく

て、政策支援加入している方の割合というのは、基本的にはキープの状態、６割とか７割……。 

○須藤理事 大体キープしたらあれなんです。６割水準ぐらいになっている理由というのは、

これは客観的にある意味、山で需要があります。２つの視点がどうやらあるようでありまして、

まず最初は、特に若いほう、20代ぐらいの方々というのは親御さんに払っていただくので、２

万円以上のところはなかなか言いづらいから、だから政策支援で２万円で頭打ちの加入の仕方

で、それで１万円を国庫補助もらうというところで入っていただこう。入ろうというふうに決

断される方がいらっしゃいますけれども、本気になって事業計画つくるという話になりますと、

政策支援の加入の仕方、加入は２万円コース打ち切りなんです。３万円、４万円にふやせない。

これが嫌だという方がいらっしゃいます。もっと出したいというのと、払えないときは払わな

い。こうやって動くわけです。払える支払い余力というのは年ごとに動きますし、ひどい方に

なると季節ごとに動いてしまうというわけです。 

 それを、毎月２万円コンスタントに払うという、この払い方というのが余りにも硬直的なの

で、それがお若い方ですらですけれども、ある程度、親御さんのほうのご面倒いただいている

という、そういうようなお若い方ですらということで申し上げさせていただきたいんですが、
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お若い方ですら、２万円コースの政策支援を躊躇するという判断にいかざるを得ない方が随分

いらっしゃる。 

 これが結果として、20代ぐらいの方が６割台、30代ぐらいの方は５割を割るぐらいという結

果をコンスタントに現しておりますし、これはどちらかと言うと特に後者のほうですね。つま

り、ある程度、支払い能力が振れてくるというところを考えざるを得ない方という、そういう

若い方は経営能力をこれから伸ばしたいというチャレンジャーですので、チャレンジャーの方

がそちらを選ぶということになればなるほど、これはある意味で本格的な担い手ですから、そ

ういう意味では望ましいんですけれども、そういう人の選択肢として政策支援がベストなんだ。

これが100％あるべきだとは、むしろ言わないほうがいいという話になってくる可能性があり

ます。 

 そこのところを、その最終的な判断は、一人一人の農家の方、農業者の方々にご判断を委ね

るべき。早い段階のとき、つまり、30代ぐらいの早い段階から本当の意味での経営者的な目で

チャレンジャーになっていく方というのは、２万円コースでないほうを選ばれているほうが多

いというふうに私は聞いています。 

○百瀬委員 なるほど。そこは法律の問題なので、基金さんで変えるということはできないわ

けですよね。 

○須藤理事 ２万円とは法令で書いてありますので、これを変えるとすると、農水省とご相談

になる。 

○百瀬委員 わかりました。 

 今、ちょっと政策支援の話があったんですが、他の年金との比較というところで、若い人だ

けではなくて、情報発信するときに随分比較をされているというお話をちょっと読んだんです

けれども、今、公的年金がこれから下がっていく中で、私的年金に対する期待、あるいはこう

いう２階部分、３階部分の年金に対する期待が高まっていく中で、厚生労働省も確定拠出年金

の個人型を、その制度を変えたりとかいろいろやっているわけですが、その中で差別化という

か区別化というか、それはどこら辺に重きを置いてご説明されているんでしょうか。 

○須藤理事 難しい質問なんで、即座に全部は答えられませんですけれども、個人型確定拠出

年金は、ニューカマーであるというのが１つございますので、我々のほうが10年先からやって

いる実績がございます。誰でもわかるような話でございます。それが１つ。 

 それから、確定拠出年金さんは、ただ経済的に有利な状況を持っていまして、最低加入の金

額が5,000円だということです。これは非常に気軽にご判断できるという意味で、あちらのほ
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うが圧倒的に有利というふうに思われます。 

 他方で、あちらとの違いということで農業者の皆様方に、内心は加入推進を図られている

方々にご説明するというときに、余り強くＰＲするとちょっと我々が返り血を浴びるんじゃな

いかと思うので余り言わないのですけれども、私どものところは、お預かりした保険料を、一

応私どもの農業者年金基金という名前で信託銀行さんにお預けしているという意味で、そのお

預けしてあるその保管料と言いますか、手数料と言いますか、そこのところは我々の名前で払

っているんです。それが個人型の確定拠出年金さんのほうは、個々人が金融機関さんに申し込

みますから、そのときに手数料を個々人が金融機関さんにお支払いするというシステムになっ

ているというお話があります。それ以上はちょっとなかなか申し上げにくいので言いませんと

いうことは説明はさせていただきます。 

 しかし、これは決定的に違うから我々がいいんですよというような話でもないだろうなと思

いますので、差別化して、あちらさんと我々のところの差で、こちらに来てくださいというと

ころまでは、言うとちょっといいのかどうか、まだちょっと様子を見ながら考えています。 

○中園理事長 余り直接的に比較して、こっちがいいですよという話だけでもなかろうかなと

思っています。むしろ私どもは農業者年金のいいところを一生懸命ご説明して、それぞれの農

家さん、それぞれご事情が随分違いますんで、それぞれの農家さんのご事情に合うような説明

の仕方をしてやっていかないと、なかなかこれと比べてこっちが利率が高い、運用利回りが高

いとか、それだけではないような気はします。 

○須藤理事 あともう一個、説明するときに言っているのは、こちらのほうは必ず言わなけれ

ばいけないと思ってますけれども、個人型の確定拠出年金さんのほうは、運用の仕方は指定す

るんです、一人一人が。農業者年金のほうは指定なしで、完全に基金に任せてくださいという

形になっているわけです。 

 任せてくださいというのは、単純に委託を受けて任せるんじゃなくて、主務大臣からのご命

令に従って安全かつ効率的だということです。エキスパートを資金運用委員会に入れて。今年

は低金利時代にありますし、公的年金はもの凄く見方が厳しくなっている中で、私どものとこ

ろで今までやってきた資金運用委員会では、今までというのは26年度までということになりま

すけれども、それではとても心もとないということで、自主的に私どもの意思で、人から言わ

れたわけではないですけれども、さらにエキスパートを入れたわけです。それでがんがん議論

してもらって、いろんな知識を蓄えさせていただいている。 

 そこら辺のところが、お任せくださいとは言っているけれども、一応、日本最高レベルのと
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ころに入ってきていますから、我々が潰れるんだったらほかは潰れますよというぐらいのとこ

ろは言える水準かなという話はさせていただいています。 

○百瀬委員 わかりました。ありがとうございます。 

○菅原数理官 よろしいですか。 

 その他ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、以上で議事次第１の「平成27年度業務実績等報告書について」が終わりとなりま

すが、議事次第２の前に、席の移動等がございますので、ここで一旦中断し、５分ほど休憩と

いたします。 

 再開は４時20分からとします。 

                                午後４時１２分 休憩 

 

                                午後４時１９分 再開 

○菅原数理官 それでは、皆さんおそろいのようですので再開いたします。 

 議題次第２の「独立行政法人農業者年金基金の平成27年度に係る業務の実績に関する評価結

果（案）」につきまして、農水省経営局経営政策課からご説明させていただきます。 

○高橋補佐 本日はお忙しい中、会議にご参集いただきまして、まことにありがとうございま

す。今年度も引き続き、よろしくお願いいたします。 

 まず、評価結果の概要に入る前に、今回、評価基準の見直しをさせていただこうと思ってお

りまして、こちらの評価基準の変更点についてご報告をさせていただきます。 

 昨年度から主務大臣の評価の仕組みができたわけでございますが、どうも昨年度実施した評

価の基準について、項目を点数化した場合に非常に格差が開いて、項目別の評価結果が適正に

総合的な結果に反映できないという、やや問題があったので、今回その点を改善させていただ

きました。 

 具体的には２枚目の部分でございまして、２枚目の２の（１）の①の上のところは中項目の

評価の基準になっているんですけれども、昨年度はその下の②の小項目の評価の、②のアのと

ころ、これと同じ割合を上の小項目の合計値の割合で出す基準も同じもので決めていたんです

けれども、ｓからｄまで、４点から０点という点数化をした場合に非常に格差が出てしまって、

その結果、例えば、評価項目が下の項目はｃだけの場合でも総合評価はＤになってしまう。 

 このようなやや不合理な結果が出てしまう場合がありましたので、点数化による格差を勘案

して、基本的には一番下の小項目の評価結果の多くを占める評価結果が総合的な評価のところ



32 

 

に反映するような割合に変更させていただいたということで、２枚目のＳからＤで、130％以

上がＡで、130％以上で顕著な成果がある場合はＳ。反対に、Ｃ評価につきましては、小項目

の合計数値の割合が基準値の80％未満の場合はＣ、かつ、抜本的な改善を要する場合はＤ、こ

ういう形で見直させていただき、今回の評価結果からこの基準を用いて評価をしておりますの

で、ご了解いただければと思います。 

 続きまして評価結果の概要について説明をいたします。 

 資料２が、主務大臣の評価案でございまして、２枚目が全体評価の概要でございます。今回

の評価結果の概要としては、まず昨年度の評価結果はＣであったというのが前提とありまして、

その大きな要因が新規加入が振るわなかった点と、それから会計検査の指摘の関係で、経営移

譲年金の不適正支給の問題がございましたので、その不適正支給への対応についても不十分で

あったということを踏まえて、昨年はＣということにしておりました。今年度につきましては、

その２点につきまして、前年を上回る加入推進の成果があったというのが１点、それから、不

適正支給の件につきましても、昨年度中に総点検の実施がされて、去年の課題について改善点

が見られることから、全体としてはＢ評価と考えております。 

 具体的な項目別の評価につきましては、４ページ以降でございまして、細かいところは先ほ

ど説明があったので、中項目レベルを基本に説明いたします。 

 まず４ページが、国民に対するサービスの提供の事項でございまして、農業者年金事業と年

金資産の安全かつ効率的な運用と、それから加入促進などの制度の普及推進の３点でございま

す。 

 まず、農業者年金事業については、被保険者の管理のための国年資格との突合というのを年

２回きちんと行われていました。それから、裁定請求漏れ防止のための勧奨文書の発送という

のも毎月これを定期的に実施しているということ。それから、事務処理の迅速化ということで、

標準処理期間内の処理割合についても、目標である97％以上をクリアしています。 

 こういうことを鑑みまして、全体として評価結果はＢと考えております。 

 続きまして年金資産の効率的な運用でございます。これが８ページ以降でございます。 

 こちらの項目につきましても、資金運用委員会での運用結果の評価がきちんと行われている

こと、資産構成割合について専門的な見地からの検証もきちんとされていること、それから、

運用委員会での議事、それから運用成績、資産の構成割合、委託先の運用機関等をきちんと公

表されておりますので、全体としてはＢ評価と考えております。 

 なお、細かい項目で、運用に係るガバナンスの強化というのが９ページから10ページのあた
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りにございますが、ここにつきましては基金の自己評価でもａとされており、基金のほうで外

部の専門家からなる資金運用委員会に組織を刷新しておりまして、より専門的で充実した議論

が行われるようになったということを踏まえまして、この小項目につきましては自己評価と同

じようにａとして評価したいと考えております。 

 続きまして、11ページ以降でございまして、こちらが制度の普及推進と情報提供の充実でご

ざいます。 

 加入目標の設定につきましては、対前年1.5ポイント増ということで、目標の1.1ポイントに

対して135％の成果があったということでございます。135％だと評価基準に基づきますとａ評

価ということになりますが、そもそもの中期目標の最終年度に達する割合からすると、平成27

年度末の割合が17.6％に達する必要がございますので、そういう意味では達成率は105％とい

うことになりまして、ｂ評価相当でございますので、全体としては加入の目標の設定につきま

してはＢ評価と考えております。 

 それから、加入促進の取組等につきましても、加入推進取組方針に基づいて、受託機関に対

しての周知徹底等をきちんとされているというのと、加入推進リーダーの育成等の研修会等も

適切に実施されているというふうに考えておりますので、Ｂ評価ということで考えております。 

 それから16ページが、加入推進活動の格差の縮小の関係でございまして、特別重点県という

ことで、新たにその重点化を特化させた形で取組をしておりまして、特別重点県なり重点県以

外の県の平均を上回る伸び率を達しているということで、基金の自己評価と同じくａと考えて

いるところでございます。 

 続きまして、18ページ以降でございます。 

 こちらが大項目でいう、業務の効率化の観点でございまして、まず18ページの１番が運営経

費の抑制の関係でございます。ここにつきましては、基金の運営費のうちの一般管理費と事業

費については、毎年度、一定割合削減するという計画でございまして、この計画どおりの削減

が行われておりますので適切であると考えております。 

 人件費の関係につきましても、国家公務員の給与の改定に準じて、人件費の見直しが行われ

ておりますので、この部分についても適正であるということで、いずれもｂ評価と考えており

ます。 

 それからもう１点は、契約調達関係でございますが、こちらについては契約監視委員会によ

るチェックがきちんと行われております。それから、契約審査会の事前審査という仕組みもき

ちんと行われているということで、ｂ評価と考えております。 
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 続きまして、23ページ、24ページ以降です。 

 業務の簡素化、事務書類の簡素化ということでございまして、統合・簡素化した書類につい

て検証を行うということでございますが、この点につきましては、基金が実績として書いてい

るのがアクセス件数と、戸籍抄本等の書類の返還の手続ということでございますが、簡素化し

た書類の検証の結果が不明確であって、私どもとしては具体的にこういう結果でこうでしたよ

みたいなのが欲しかったわけですけれども、そこの整理が十分とは言えないと思いましたので、

ｃ評価と考えているところでございます。 

 それから23ページから24ページにかけてが、年金記録システムの利用の促進、あるいは開発

の関係でございまして、こちらにつきましては、システムの利用拡大の普及啓発というのにき

ちんと取り組み、研修講師として派遣したりとか、積極的に取り組まれていること、それから、

システムへのアクセス件数につきましても、前年を上回る実績がございまして、あわせてマイ

ナンバー対応を進めておりますので、これについてもシステム開発に向けた取組が着実に行わ

れていることから、ｂ評価とさせていただきたいと考えます。 

 続きまして、25ページから26ページが、組織運営の合理化ということで、常勤職員の定員等

の関係でございます。 

 常勤職員74人ということで、75人以下という計画を達成しております。それから、役職員の

給与等の決定につきましては、人事評価制度を導入するなどの成果主義も導入されております

ことから、ｂ評価と考えます。 

 続きまして、27ページ以降でございます。こちらが業務委託費の効率的・効果的実施の関係

でございまして、業務委託費の配分につきましては、新規加入の実績に応じた加算措置を見直

し、加算措置１人当たり幾らということで決まっているんですが、その上限人数を撤廃して、

より加入推進活動のインセンティブが高まる措置がとられております。それから、経営移譲の

関係は、事前指導の徹底を行うというのが非常に重要になっていて、その事務量の増減に応じ

た適正な配分が行われているというふうに認められましたので、ｂ評価としております。 

 続きまして、30ページ以降でございます。こちらが、業務運営の能力の向上の関係でござい

まして、基金の職員とか受託機関の資質を上げるということでございますが、計画どおり初任

者研修、あるいは専門研修というのがきちんと実施されていると、それから、都道府県が主催

します研修会に基金の役職員を積極的に派遣して周知を図っているということでございます。 

 それから、昨年度の会検の指摘も踏まえた対応としても、緊急の担当者会議を開催するなど、

必要に応じて柔軟に対応しているというふうに考えられますので、全体としてはＢ評価と考え
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ています。 

 続きまして35ページ以降は、内部統制の充実・強化の関係でございます。 

 こちらはまず、内部統制の関係は（１）から（３）が基金の基本方針に基づく各種経営管理

会議による中期計画なり、年度計画の進捗管理がきちんと行われているか、あるいはコンプラ

イアンス委員会ですとか、リスク管理委員会というのが計画どおり開催されているというのが、

基本的な指標になっておりまして、いずれも計画どおり四半期に一度、あるいは年に２回とい

うことで実施されていることが確認できましたので、Ｂ評価と考えております。 

 それから、ここの部分につきましては、昨年度の主務大臣指摘で、経営移譲年金の受給権者

の総点検をするということになっておりましたが、これについても年度内に総点検を了しまし

て、支給を停止すべき者は支給を停止する等の処理もしておりますので、適切に対応がされた

ものと認められます。 

 なお、評価としては、Ｂ評価ではございますが、36ページのところに、Ｂ評価としつつ、指

摘事項、課題というのを書かせていただこうかなと思っています。 

 というのは、昨年の会検の指摘については、改善防止策ということで、例えば毎年出す現況

届けできちんとチェックを業務受託機関と受給者がするという仕組みをつくったわけですが、

その再発防止の仕組みがきちんと機能しているかどうかというのは、これは引き続き見ていな

ければいけないという点がございます。 

 それから、監事・監査の方から、内部統制の充実というご意見を賜っておりますので、この

点については評価としてはＢですが、今年度以降も注視をしていかなければいけないと思って

おりますので、改善指摘事項として記述しておきたいと思います。 

 続きまして、リスク管理以外の部分でございますが、38ページでございます。 

 加入者の代表者の意見の反映ということでございますが、業務の運営状況と計画につきまし

て、運営評議会のほうにきちんと諮って、その概要をホームページ等で掲載して公表をしてい

るということで、適正に実施されております。それから、その場で出た意見についても、業務

へ極力反映するということで、若い担い手へのアプローチ等、加入推進の方策について検討し

て、必要に応じて盛り込んでいるということでございますので、ｂ評価と考えております。 

 38から39ページは考査指導の関係でございます。こちらも考査指導の実施計画に基づいて26

5機関で指導が適切に実施されているものと思われますのでｂ評価でございます。 

 40ページが、情報セキュリティ対策の関係でございまして、昨年の年金機構の問題を踏まえ

て、基金のほうで積極的に情報セキュリティの強化にいろいろ取り組んだという点を評価しま
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して、自己評価のａを踏まえて主務大臣でもａとしたいと考えているところです。 

 それから、42ページでございます。これは、財務内容の改善ということで、項目は旧融資事

業による債権の管理と、運営費交付金の必要額の算定という２項目でございますが、まず42ペ

ージは、旧制度下で経営移譲をして農地を受ける方への融資とか農地の売買事業の関係で、現

行で貸付金の債権が残っておりますので、その債権の整理をきちんとやっているか、管理をき

ちんとやっているかでございまして、これについてはきちんと償還に問題がないものと、償還

に何か懸念があるものということで、償還に懸念があるものについてはＡ、Ｂ、Ｃの分類をき

ちんと行っておりましたので、評価としてＢ評価としたいと思います。 

 43ページは運営費交付金の関係でございますが、これは先ほどの経費の抑制のところと内容

的に重複しますが、交付金の算定ルールに基づき、毎年の効率化係数を用いて算定されており

ますので、ｂ評価としております。 

 44ページはこれも重複していますので、基本的には先ほどの経費の抑制のところと同じでご

ざいまして、きちんと効率化係数に基づいて経費の算定等が行われていますのでＢ評価として

おります。 

 46ページの短期借入金の限度額ですが、こちらは該当なしでございます。 

 続きまして47ページが、長期借入金の関係でございまして、入札準備期間の見直しで応札倍

率を高めるという改善措置がとられたというのは事実でございますが、借入金が低下したとい

うことにつきましては、これもやはり外部要因による部分が大きいのではなかろうか、今回の

改善によるものであるのかということについて、検証が難しいという点もあるんですけれども、

外部要因の影響を否定できないので、ａ評価にするには若干根拠が弱いと思っておりますので、

基金のａ評価に対して、主務大臣評価としてはｂと考えております。 

 その他ということで49から51ページでございますが、こちらは職員の人事計画でございます。

こちらはきちんと新任者研修、専門研修という形で、専門知識を育むための人材育成に取り組

んでおります。それから、業務量に応じた適正な人員配置もされていると思われますので、Ｂ

評価ということでございます。 

 51ページが最後でございますが、積立金の処分ということで、これは前期から繰り越した貸

付金の債権というのがございまして、先ほど言った融資事業とか売買事業の関係の返還された

お金でございますが、その償還された現金預金について、旧年金に関する経費に充当するとい

うのが計画でございまして、これも計画どおり借入金の利息も含めて、その一部に充当してい

るということで適正に処理されているものと認められておりますので、Ｂ評価と考えておりま
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す。 

 以上、駆け足で恐縮でございますが、説明を終わります。 

○菅原数理官 それでは、評価結果案の説明に係る質疑応答に移らせていただきますが、こち

らにつきましては、１ページから最後の51ページまで、一括して質疑応答を行いたいと思いま

す。 

 それでは、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

○百瀬委員 36ページで、Ｂ評価だけれども指摘事項とか改善事項をつけたということで、職

員の研修なり、理解度をチェックする仕組みをしっかりと継続しなさいと書いてあります。こ

れについては一応、31ページでしっかりやっているというふうに基金から業務実績の報告があ

ったわけですが、それでもあえて36ページでこういう文言をつける積極的な理由というのは何

かあるのでしょうか。31ページの取組では足りないということでしょうか。 

○高橋補佐 この点については、やっぱり会検の指摘に対する対応ということは、再発防止策

を講じてそれで終わりじゃなくて、毎年毎年、継続的にやっていかないと本当の効果というの

は浸透していかないというふうに考えたので、そういう意味では念押しと言うか、来年もこう

いう点はきちんと見ますよということを確認する意味で書いているということでございますの

で、そういうふうにご理解いただければと思います。 

○百瀬委員 わかりました。 

○菅原数理官 よろしいですか。 

 そのほか、どうぞ。 

○津田委員 私のほうから１点。全体的なことになります。この主務大臣の評価に、改善方策

を幾つか書いていますが、去年も記載が幾つかありました。改善方策については、例えば前年

度に記載されていたものが、その後、当年度どのようにフォローアップをされたのかというこ

とを、主務大臣の観点から業務実績の欄に記載をしてもらいたいものなのでしょうか。外部の

者からすると、その後、どうなったのかということは、気になるところであって、今回、そう

いった視点で去年の評価書と見比べたのですが、幾つか記載のないところがございまして、そ

こは記載があったほうがいいのかなと思ったので、いかがなのかなということです。もし記載

があったならば、その内容によって価自体に影響を及ぼすものなのか、それともあくまで単年

度の計画に対して、どのような実績だったかという視点での評価になるのか。それとも、その

フォローアップもある程度、踏まえられるのか。 

○高橋補佐 それはフォローアップの内容いかんにもよるかと思います。非常にクリティカル
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な問題の指摘であれば、それはきちんとフォローアップするし、その点を見た上で評価にもあ

る程度、反映させる必要があろうと思うんですけれども、指摘の中にも比較的軽微なものと重

いものとが出てくると思うので、その内容によって、ここに盛り込んで書くべきか、事務的に

ちゃんとやられたと確認すればいいかというのが、内容によって出てくるのかと思います。 

○津田委員 例えば、検証されたいということであれば、どのような検証をしたのかというこ

とを具体的に求めるし、逆に理解を促進していただきたいということであれば、体的には難し

いです。 

○高橋補佐 数字として出てこないのもあるかと思います。 

○津田委員 項目、内容によってそこはどうなりますか。 

○高橋補佐 当然、全部フォローするんですけれども、こういうところに具体的に何か記述す

るかどうかというのは、その内容の大きさなり重さなりによって変わってくるんだろうと思っ

ています。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○高橋補佐 例えば、さっきの検証するという話であれば、来年度のときにその検証結果とい

うのが資料として明らかにされるならば、それでよしとなるんだと思うんです。検証結果がち

ゃんと記述されていれば。 

○津田委員 評価書が公表されて、そうすると見比べることが可能になるので。 

○高橋補佐 入っていたほうが見やすいということですね。 

○津田委員 そうです。見る側としてですけれども。どうなったんだろうということは、見比

べると少し気になるところではありましたが、わかりました。 

○高橋補佐 そうですね、もし可能であれば記述できるように検討してみます。 

○津田委員 ニーズがどれだけあるかにもよると思いますが、私はお話しを伺って把握ができ

ました。 

○高橋補佐 わかりました。そういう点にも留意して、次回以降、整理させていただきたいと

思います。 

○津田委員 ありがとうございます。 

○菅原数理官 そのほか、ございますでしょうか。 

○橋口委員 全体を通して、基金の自己評価と、主務大臣評価案の評定が分かれているのは２

カ所でよろしいですか。 

○高橋補佐 ２カ所でございます。 
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○橋口委員 23ページは、先ほどご説明があって、これはどちらが正しいかと、なかなか判定

しづらかったのですけれども、もう１つの、先ほど津田委員のご質問があった長期借入金の利

率の件についてです。先ほど、須藤理事から、多分これに対するご反論があったと思うのです

けれども、私は先ほどの須藤理事の意見を割と素直に聞いたものですから、これはそれなりの

基金さんのご努力によって利率が低く抑えられたということなのかなというふうに思ったので

すけれども。 

○高橋補佐 先ほど、基金から追加資料としてお出しいただいたものについては、この５年物

の政府保証債との比較というのが、比較の対象として本当に適当なものかどうかというのもち

ょっとわからないというのもあって、追加資料の11ページにもいろんな指標が出てるんですけ

れども、ここで言っているスプレッドが、基金の借入率と政府保証債との金利差なんですけれ

ども、過去に必ずしも基金のほうが高いとなってるわけでもないので、確かに26、27はそうな

んですが、逆に25とか見ると政府保証債の金利のほうが高いんですね。 

 また、例えば、応札倍率と実際の金利の関係を見ても、必ずしも応札倍率が高いと低い金利

で借りられているかと言うと、どうもそんな感じにもなっていないので、そういうところも見

た上で、まだこれでは傍証的な感じが私はしてしまったので、Ｂにして、評価案を提示させて

いただいています。 

 もちろん、この場の議論なりこっちの議論で、そこはというご意見があれば。 

○橋口委員 委員の立場も去年から仕組みが変わって、こちらが評価する立場でなくなったの

で、先ほど折角そういう議論があったので、少し口を挟ませていただいたということであり、

最終的にはそちらでお決めになることだと思いますけれども。 

○高橋補佐 この場で決めるということではないと思いますけど、ちょっとＡに上げるにはま

だ納得感が十分出る要素が私はないのかなというふうに思っているので、とりあえず、その方

向で調整をさせていただければと思います。 

○菅原数理官 仮に評価結果が本日示したものと変わる場合には、事前に各委員の方、皆様に

もお示ししますので、ご了承いただきたいと思います。 

○高橋補佐 内部の決裁なども、まだこれからでございますので、ちょっと流動性があるかも

しれません。 

○菅原数理官 それでは、そのほか、何かございますでしょうか。 

 委員の方以外で、何かございますでしょうか。 

 よろしいですか。 
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 それでは、議事次第の２につきましても、以上で終了とさせていただきます。 

 では、議事次第最後の３「その他」ということになりますけど、何かございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 以上で、全ての議事が終了いたしました。 

 円滑な議事進行にご協力いただき、ありがとうございました。 

 また、冒頭に申し上げましたとおり、本日、議論いただいた内容につきましては、議事録と

して取りまとめ、後日、公表させていただくことになります。内容がまとまり次第、ご出席の

皆様にご確認いただくことになりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 本日は、長時間、ありがとうございました。 

                                午後４時５４分 閉会 


