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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２９年７月２５日（火） 

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

                        時間：１３：５７～１６：４４ 

 

 

 

               議  事  次  第 

 

     １．開  会 

     ２．議  事 

     （１） 独立行政法人農業者年金基金からのヒアリング 

        ① 平成28年度業務実績等報告書について 

         ・業務実績等について基金からの報告 

         ・質疑応答 

        ② 第３期中期目標見込業務実績等報告書について 

         ・業務実績等について基金からの報告 

         ・質疑応答 

     （２） 主務大臣の評価について 

        ① 平成28年度業務実績に関する評価について 

         ・評価結果（案）について主務省からの説明 

         ・質疑応答 

        ② 中期目標期間（平成25年度から平成29年度）見込業務実績に関する評価 

          について 

         ・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１時５７分 開会 

○高田数理官 それでは、定刻より少し早いんですが、皆さんお揃いのようでございますので、

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。 

 委員の先生方、それから農業者年金基金の役職員の方々、今日はお忙しい中ご出席いただき

ましてありがとうございます。 

 まず、今年度、委員の交代がございましたので、簡単に出席者の紹介をさせていただきます。 

 向かって一番左手になりますけれども、金井委員でございます。金井委員におかれましては、

前任の津田委員が辞任されたことで、急遽、委員をお願いしたところでございますが、お忙し

い中にもかかわらず、お引き受けいただきました。感謝申し上げます。 

 それから、その右隣ですが、橋口委員でございます。 

○橋口委員 明治大学の橋口です。どうぞよろしくお願いします。 

○高田数理官 その右隣、百瀬委員でございます。 

○百瀬委員 よろしくお願いします。 

○高田数理官 かわりまして、農業者年金基金の役員の方のご紹介させていただきます。 

 向かって右から３番目になりますけれども、中園理事長でございます。 

○中園理事長 中園でございます。よろしくお願いいたします。 

○高田数理官 それから、その右隣、須藤理事でございます。 

○須藤理事 須藤です。よろしくお願いいたします。 

○高田数理官 その右隣、山口監事でございます。 

○山口監事 山口です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○高田数理官 ほかの出席者につきましては、本日、配席図をお配りしておりますので、そち

らの方をご参照いただければと思います。 

 それでは、議事に入ります前に、森田経営政策課長から一言挨拶を申し上げます。よろしく

お願いします。 

○森田課長 経営局経営政策課長の森田でございます。 

 本日は、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。委員

の皆様方におかれましては、日頃から農政の推進にご理解、ご協力いただき、感謝申し上げた

いと思います。また、この有識者会議について並々ならぬご協力をいただいていることにつき

ましても感謝申し上げたいと思います。 

 さて、農業者年金につきましては、農業者の老後の生活の安定という福祉の目的と併せまし
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て、農業者の確保に資するという農政上の目的、これを有する政策年金として措置されている

ところでございます。独立行政法人であります農業者年金基金におきましては、このような政

策年金としての農業者年金制度をいかに適切に効率的に運用するか、こういったことが求めら

れているわけでございますけれども、本日は、独立行政法人の評価に当たっての有識者会議と

いうことで、委員の皆様からの目で農業者年金基金の取組内容につきましてご審議いただけれ

ばというふうに思っております。 

 また、本年度は第３期中期目標期間の最終年度ということで、28年度の業務実績に加えまし

て、25年度からの５年間の第３期中期目標期間の見込評価につきましてもご審議いただくとい

うことになっております。先生方には事前に分厚い資料、これをお渡ししてありまして、目を

通すのもいろいろ大変だったとは思いますけれども、評価をまとめるに当たりましては、委員

の先生方からのご意見を十分に踏まえて評価を固めていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 この秋以降につきましては、本日のご意見、第３期中期目標期間の見込評価、これを踏まえ

まして、業務、組織の見直しと、次期中期目標を策定していくことになります。今後の農業者

年金制度のより適切な運用、農業者年金基金の組織の活性化、これにつながるようなご意見な

どをいただければ幸いというふうに考えております。 

 それでは、本日は短時間の中で多くの内容をご審議いただくというわけでございますけれど

も、委員の皆様の忌憚ないご意見を賜りたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○高田数理官 経営政策課長ですが、この後、所用がございまして、途中で席を外すことにな

ります。あらかじめご了承願います。 

 それでは、議事を進めていきたいと思いますが、今年は、例年の年度実績評価だけではなく

て、中期目標期間の見込評価を併せて行うことになっておりますので、進め方としましては、

お配りしている議事次第にあるとおりですが、まず、（１）として独立行政法人からのヒアリ

ングということで、まず28年度の業務実績報告、それから質疑応答、その後、第３期中期目標

期間見込業務実績の報告、それからその質疑応答をやって、その後、議事次第には時間を入れ

ていないんですけれども、３時半を目処に５分ぐらいの休憩をとって、その後、主務大臣の評

価ということで、28年度業務実績に関する評価、その質疑応答、その後、中期目標期間の見込

業務実績に関する評価、その質疑応答と、そういった流れで進めていきたいと思います。 

 本日ご議論いただいた内容についてでございますが、速記により記録させていただいて、後
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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、まず、28年度の業務実績報告ということで、農業者年金

基金からお願いいたします。 

○廣田企画調整室長 企画調整室長でございます。よろしくお願いいたします。座って説明さ

せていただきます。 

 それでは、お手元の資料、平成28年度の業務実績等報告書についてご説明させていただきま

す。 

 まず、１ページから始まる「国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する

事項」です。 

 この１ページには、主要な経年データを掲載しております。①の主要なアウトプット情報に

は目標になっている指標を掲載し、ページの右側の②に、主要なインプット情報として、基金

の予算、決算などの数字を記載しております。それから、左下の③には評価の参考となるデー

タを記載しております。 

 ２ページから業務実績及び自己評価を記載しております。この実績及び自己評価の説明につ

きましては、時間も限られておりますので、ｂ評価はできるだけ簡略して説明させていただき

たいと思っております。 

 まず「１農業者年金事業」の（１）被保険者資格の適正な管理です。この被保険者資格の適

正な管理につきましては、計画どおり、農業者年金の被保険者記録と国民年金のそれとの突合

を行い、不整合となった方に対しては申出書等の提出の働きかけをしたことから、ｂ評定とし

ました。 

 次に、３ページ上の（２）年金裁定請求書の勧奨です。これにつきましては、計画どおり、

65歳の誕生日の１カ月前に裁定請求の勧奨を行ったことから、ｂ評定としました。 

 同じページ中ほどの（３）申出書等の迅速な処理です。 

①の提出された申出書等についての標準処理期間内の処理割合につきましては、主要な業務実

績の表にありますように、97％以上とする目標を達成し、その結果を公表しております。また、

標準処理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、対応してお

りますので、ｂ評定としました。 

 次に、②及び③です。申出書等に不備があった場合の返戻の関係です。申出書等の処理につ

きましては、①でご説明したとおり、標準処理期間内での処理の割合は100％近いものとなっ

ております。返戻につきましては、返戻率7.4％と、目標の10％以下を達成しております。こ
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うしたことから、ｂ評定としました。 

 次に、４ページ下段の「２ 年金資産の安全かつ効率的な運用関係」です。 

 まず、（１）年金資産の管理・運用で、年金資産の運用については、計画どおり、主務省の

認可をいただいた運用の基本方針に基づき、安全かつ効率的に行っております。 

 また、（２）資金運用委員会での評価・分析等についても、計画どおり、外部有識者で構成

された資金運用委員会において、年金資産の運用状況等の評価・分析等を行っております。 

 次に、５ページの（３）年金資産の構成割合の検証等については、資金運用委員会で資産構

成割合を検証し、見直す必要はないという結論を得ております。 

 以上、年金資産の運用については、（１）から（３）まで年度計画を着実に実施しておりま

す。 

 なお、28年度については、28年１月の日銀によるマイナス金利政策の導入により、急速にマ

イナス金利が進行し、10年国債の利回りがマイナスになるなど、運用環境が悪化しました。当

基金では、マイナス利回り債券の購入による損失を回避するために、従来の国債、政府保証債

に加え地方債を購入対象にする、あるいは、マイナス利回り債券を購入せずに、短期資産を活

用する暫定措置を実施しました。これにより、5,000万円程度の損失を回避できたと考えてお

ります。 

 また、今後の資産運用についての検討の参考にするため、約10年ぶりに加入者を対象とした

アンケートを実施しました。このアンケートについては、回答者の理解を促進するためのパン

フレットを同封するといった工夫を行い、回収率を向上させ、結果として多くの加入者の意見

や意向を把握できたと考えております。 

 このように、28年度においては、年度計画で掲げた目標を上回る成果があったことから、ａ

評定としました。 

 ６ページ下段の（４）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

知です。これにつきましては、計画どおり、年金資産の構成割合や運用成績について公表し、

加入者への通知を行っております。こうしたことから、ｂ評定としました。 

 ７ページの（５）年金資産の運用に係るガバナンスの強化です。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、計画どおり実施して

おりますことから、ｂ評定としました。 

 次に、７ページ中ほどから、「３ 制度の普及推進及び情報提供の充実」です。 

 まず、（１）平成28年度に達成すべき加入推進目標の設定です。現在の中期目標における加
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入推進目標は、20歳から39歳までの基幹的農業従事者に占める農業者年金の被保険者の割合を、

29年度末までに20％まで拡大するということです。この20％に向けて、毎年度均等に割合を増

加させる場合、28年度末における割合は18.8％で、この自己評価書を提出した時点での28年度

末の推計値、評価書では実績と記載してありますが、その割合は19.0％となりました。よって、

28年度に達成すべき割合18.8％を上回っており、ｂ評定としました。 

 ちなみに、この報告書を提出後、公表された構造動態調査結果を用いて28年度末の割合を改

めて計算したところ、19.2％と、我々の推計値を上回っております。 

 次は、８ページの（２）加入推進取組方針に基づく加入推進活動の実施です。 

 まず、①は加入推進取組方針で、政策支援への加入を初め、若い農業者に重点的に加入を進

めることを明確にすることと、この取組方針の徹底につきましては計画どおり実施しました。 

 次に、②の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しました。こうしたことから、ｂ評定としました。 

 ８ページ下段の（３）加入推進の取組の効果検証です。新規加入者へのアンケート、優良事

例の調査など、基礎データの収集を計画どおり実施し、それらを分析して、取組の効果検証を

行いました。また、これらの結果を踏まえ、より効果的な取組となるよう、業務受託機関と協

議をしております。こうしたことから、ｂ評定としました。 

 ９ページの（４）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す。 

の加入推進部長等を対象とする加入推進研修会については、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て、研修の充実を図りました。 

 次に、②の研修用テキストの見直しと活用ですが、研修用テキストにつきましては、現場で

の加入推進の事例、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、研修会で活用しました。こうしたことから、ｂ評

定としました。 

 ９ページ下の（５）特別重点都道府県等における特別活動の実施です。 

 これは、加入推進活動の格差の縮小を図るための取組です。具体的には、加入実績が低調な

都道府県を重点都府県として指定し、その中からさらに特別重点都府県を指定し、特別活動を

実施することで格差の縮小を目指すものです。 

 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。また、

特別重点都府県につきましては、重点都府県で実施している市町村・ＪＡ巡回意見交換会に加

え、関係機関との協議により取組強化に向けた特別活動計画を共同作成し、そのフォローアッ
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プを行うなどにより、同計画の着実な実施を図っております。 

 こうした取組取組の結果、39歳以下の新規加入者数で見ると、重点都府県の対前年度比は、

それ以外の都府県の平均の132％となり、大きくなっております。また、28年度に重点都府県

として指定された19都府県のうち、６都府県が29年度の重点都府県から外れることになりまし

た。 

 このように、計画どおりの取組取組を行い、かつ格差の縮小も伴っていることから、ａ評定

としました。 

 10ページ中ほどの（６）ホームページ等による制度の内容、情報の提供です。 

 まず、①の関係者の意見を踏まえたパンフレットやリーフレットの作成・提供と必要な情報

のホームページでの発信については、計画どおり実施しております。 

 次に、②の加入推進活動を促進するための各種情報の提供も、計画どおり、受託機関が随時

ダウンロードできるようにしております。 

 ③の適正な経営移譲年金支給のための待機者及び受給権者に対する手続に係る情報提供も、

計画どおり実施しております。 

 これらのことから、ｂ評定としました。 

 続きまして、12ページから始まる「業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関す

る事項及びその他業務運営に関する重要事項」です。 

 12ページ及び13ページは評価対象となる指標及び参考となる経年データを記載しております。 

 14ページから、業務実績及び自己評価を記載しております。 

 まず、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のうち、「１ 業務運営

の効率化よる経費の抑制等」の（１）一般管理費及び事業費の抑制です。 

 一般管理費については、当初予算で３％減、実績は、急遽必要となったサイバー攻撃対策等

の情報セキュリティの強化経費及び熊本地震対策経費を除き、3.1％の削減となっており、ｂ

評定としました。 

 次に事業費ですが、当初予算で１％減、実績で1.1％の削減となっており、ｂ評定としまし

た。 

 次に、14ページ下の（２）人件費の削減等です。政府における総人件費削減の取組を踏まえ

て適切に対応しており、ｂ評定としました。 

 15ページの（３）給与水準の適正化です。28年度のラスパイレス指数は98.5と100を下回っ

ており、また、給与水準の適正化の取組の進捗状況等を公表をしておりますので、ｂ評定とし
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ました。 

 同じく15ページ下段、（４）契約の適正化の推進です。契約については、一般競争を原則と

して、契約審査委員会で事前検討などの対応を行っており、また、調達等合理化計画について、

その実施状況を契約監視委員会で点検を受け、それらの結果を公表しております。こうしたこ

とから、ｂ評定としました。 

 次は、17ページの、２、業務運営の効率化の（１）事務処理の簡素化です。 

 この項目に関しましては、27事業年度の業務実績評価において主務大臣より、業務受託機関

から意見を聴取するなど検証を行い、その結果を明らかにするよう指摘を受けております。 

 この指摘を踏まえ、26年２月の新システム導入に伴い届出書等を統合・簡素化したことにつ

いて業務受託機関に対してアンケート調査を行った結果、業務受託機関の負担軽減につながっ

たことが明らかになりました。 

 また、アンケート調査等で明らかになった要望等を踏まえ、さらなる事務処理の見直しを実

施しました。 

 さらに、年度計画にはありませんが、27年度より業務受託機関とも連携しながら、各種業務

用の手引きの抜本的な見直し作業を行ってきており、28年度末に電子化したものを当基金のホ

ームページに掲載して、利用できるようにしました。この業務用手引きは、印刷物で５分冊、

全部で約2,500ページと、かなりの量の資料ですが、電子化したことで、検索機能や目次との

リンク設定により、得たい情報を速やかに調べることができるだけでなく、タブレット端末を

利用すれば携帯性にもすぐれるといった効果もあります。28年度末にこの業務用手引きをリリ

ースしたことで、業務受託機関の負担軽減や理解度向上につながり、結果、最近になって、業

務受託機関からの問い合わせなど、電話でのやりとり時間が短縮されたという実感を得ており、

大きな成果であると考えております。 

 以上のことから、この項目はａ評定としました。 

 次に、17ページ下の（２）電子情報提供システムの利用促進です。26年２月より本格稼働し

た農業者年金記録管理システムについては、毎年度、普及拡大取組方針を作成し、システム利

用説明会を行うなどの利用促進に努めた結果、アクセス件数は前年度を下回ったものの、新シ

ステム導入後の２カ年の平均は上回っていることから、ｂ評定としました。 

 18ページの（３）農業者年金記録管理システムの開発等です。マイナンバー制度への対応等

のための開発については、引き続き開発を進め、情報連携に向けての情報の初期突合作業を実

施しておりますので、この項目はｂ評定としました。 
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 次は、18ページ中ほどからの、「３ 組織運営の合理化」の（１）常勤職員数です。常勤職

員数については年度末で74人であり、ｂ評定としました。 

 19ページの（２）能力・実績主義の活用です。期末特別手当の額への職務実績の反映、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、計画どおり実施しました。こ

のため、ｂ評定としました。 

 次は、19ページ中ほどからの、「４ 委託業務の効率的・効果的実施」の（１）実績報告書

による活動状況の把握です。計画どおり、業務受託機関から提出された実績報告書を集計し、

業務受託機関における業務の実施状況を把握していることから、この項目はｂ評定としており

ます。 

 次に、19ページ下の（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。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、配分の見直しを

行っておりますので、ｂ評定としました。 

 20ページ中ほどの（３）業務実態等を踏まえた配分基準の適正化ですが、経営移譲、経営継

承の事前指導を徹底することに伴う業務量の増に応じた配分となるよう、見直しを行いました

ので、ｂ評定としました。 

 次は、21ページからの、「５ 業務運営能力の向上等」です。 

 まず、（１）農業者年金基金職員ですが、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、理解度テストも行っていることから、ｂ評定としました。 

 次に、22ページの（２）業務受託機関担当者ですが、都道府県段階の業務受託機関を対象と

して年度当初に担当者会議を開催したのを始めとして、新任担当者向けの研修会や専門研修会

を実施し、また、秋にはブロック会議を、２月にはブロック代表による業務連絡協議会を開催

しております。 

 また、会議の内容については、都道府県段階の業務受託機関から市町村段階の業務受託機関

に周知するようにしており、研修については、基金が主催するものだけではなく、都道府県段

階の業務受託機関が主催する研修についても理解度テストを行っております。 

 さらに、会計検査院の指摘を受けて、事務手続を変更した経営移譲年金関係業務については、

研修会での説明、事務処理マニュアルの作成などを実施しました。 

 こうしたことから、この項目はｂ評定としました。 

 次は、24ページからの、「６ 内部統制の充実・強化」です。 

 まず（１）ですが、計画どおり、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
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果を踏まえ、内部統制システムの強化に取組ました。 

 この項目に関しましては、27事業年度の業務実績評価において、主務大臣より内部統制シス

テムをより充実させるように指摘を受けており、当基金としては、主要な業務実績欄に記載し

ましたように、ＰＤＣＡサイクルを回す観点から、そのうちのＣに重点を置いて取り組む。業

務手順をみずから見直し改善する考え方の導入―具体的には「なぜなぜ分析」研修というも

のの実施ですが―をやったとか、内部統制の体制の明確化やプロセスの明確化などに取り組

んできたところです。 

 以上のことから、この項目はｂ評定としました。 

 次に、24ページ下の（２）ですが、まず、役職員の行動指針に基づく周知につきましては、

計画どおり実施しております。また、経営管理会議での年度計画等の進捗管理、内部統制に関

する取組状況の把握を行い、必要な指示を行うとともに、その徹底のためのモニタリングも計

画どおり実施しましたので、この項目はｂ評定としました。 

 次に、25ページの内部統制基本方針に基づくコンプライアンスの推進等です。 

 まず、１点目のコンプライアンスの推進につきましては、役職員全体を対象とするコンプラ

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。 

 ２点目の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、24ページの、「６ 内部統制の充実・強化」でも触れました

が、「なぜなぜ分析」研修を実施し、業務手順を職員みずから見直し改善する考え方を導入し

たところです。 

 ３点目の内部監査については、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。 

 さらに、27事業年度の業務実績評価において、この項目で主務大臣より、まず①として、リ

スク管理を高めるための年金給付業務についての専門的知識の習得等が必要となることから、

計画的な職員の育成、基金職員及び業務受託機関の理解度をチェックする仕組みの継続、 

 ②として、会計検査の指摘を受けた経営移譲年金の不適正支給の再発防止策の実効性確保の

ため、関係者への周知を継続するとともに、円滑な債権回収を進めること、２点の指摘を受け

ております。 

 これらにつきましては、主要な業務実績欄④でその実績を記載しましたように、主務大臣の

指摘を踏まえて対応しております。 

 こうしたことから、この項目全体としてｂ評定としました。 
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 次に、26ページ下段の（４）加入者の代表等の意見の反映です。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ので、この項目はｂ評定としました。 

 次に、27ページ下段の（５）業務受託機関の事務処理の適正化等です。 

 当基金では、業務受託機関の事務処理が適正かつ効率的・効果的に行われるように考査指導

を実施しておりますが、28年度計画では会計検査院の指摘等への対応など、その内容を強化し、

標準的な考査指導時間を30分間延長することとしたため、考査指導機関数を、それまでの240

程度から200機関程度としたところです。実際には255機関の考査指導を実施し、達成度合いと

しては127％となっており、総考査指導時間ベースでも前年度の２割以上の増加になったと試

算しているところです。 

 また、考査指導の効果の浸透や必要な指導についても計画どおり実施しました。 

 こうしたことから、この項目全体としてａ評定としました。 

 次に、28ページの（６）情報セキュリティ対策です。 

 １点目の情報セキュリティ規程の見直し関係については、政府統一基準群などを参考に作業

を開始しましたが、作業開始後に政府統一基準群の大幅な見直しがあったことから、それを踏

まえて見直し作業を進めました。 

 なお、情報セキュリティ対策として、主要な業務実績欄に記載したように、抜き打ちの標的

型メール訓練などを実施しております。 

 また、農林水産省からの情報提供に迅速に対応し、その対応状況を農水省に報告するなど、

計画どおり実施しております。 

 こうしたことから、この項目全体としてｂ評定としました。 

 次は、29ページの財務内容の改善に関する事項です。 

 まず、融資事業及び農地の割賦売り渡しによる貸付金債権の整理では、債権分類の見直し、

それから債権の管理・回収についても計画どおり行っており、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評定としました。 

 29ページ下からの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しておりますので、この項目はｂ評定としました。 

 次に、30ページの予算、収支計画及び資金です。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につきましては、先ほどの説明と同じ理由でｂ評定としており

ます。 

 次は、31ページの短期借入金の限度額ですが、実績がありませんでしたので、評定しており
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ません。 

 次の長期借入金ですが、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

行っておりますので、ｂ評定としました。 

 次は、31ページ下段からの、その他主務省令で定める業務運営に関する事項です。 

 まず、職員の人事に関する計画の関係ですが、人材育成を図るとともに、適正な人員配置に

努めておりますので、ｂ評定としました。 

 人員に関する指標については、74人の目標を達成していることから、ｂ評定としました。 

 最後は、「２ 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だということで、ｂ評定としました。 

 駆け足ですが、説明は以上でございます。 

○高田数理官 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまご報告いただいた平成28年度業務実績報告、これについて質疑応答を行

いたいと思います。どなたからでも結構ですので、ご意見、ご質問をお願いします。 

○百瀬委員 百瀬です。 

 最初に課長からお話がありましたように、農業者年金基金は政策年金であるというところに

大きな特徴があると思いますが、それを考える場合に、政策支援加入の方が今どれぐらいいる

のかを確認したいと思います。いただいたデータを見ますと、今年度の新規加入者は3,193名

とありますが、このうち、政策支援で加入した方はどれぐらいでしょうか。 

○廣田企画調整室長 約1,000人です。 

○百瀬委員 約1,000人ということですが、長期的に統計データを見ますと減少してきていま

す。つまり、新規加入者に占める政策支援加入者の割合が減ってきているのですが、これはな

ぜでしょうか。 

 例えば平成27年度のデータだと政策支援の新規加入者は876人ですが、23年とか24年だと

1,000人を超えていて、徐々に徐々に減ってきています。一方で、通常加入の新規加入者はむ

しろ少し増えているところもあります。結果として、新規加入者に占める通常加入者の割合が

増えて、政策支援加入者の割合は減るというような傾向が見られるのですが。 

○中園理事長 政策支援加入は、経年的に減っているというイメージをあまり持ってはいない

んですけれども、それぞれ年度ごとにばらつきはあるかもしれませんけれども、大体３分の１

ぐらいが政策支援加入でご加入いただいているというふうに認識をしています。 

 特に最近では、政策支援加入もその中に入りますけれども、39歳以下の若い人。ご承知のと
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おり、主務大臣からのご指示もあって若手の加入。39歳以下と、今、政策支援加入の一つの年

齢要件でもありますので、これから30代の若手の加入を進める段階で、政策支援加入というの

は推進のやっぱり後押しになる一つの制度だと思っていますんで。 

 何か特別な理由があって、あるいは構造的な理由があって、先生がおっしゃる政策支援加入

のウエートが下がっているとかいうことではないんじゃないというふうに、私は印象は持って

おります。何か理由があって下がっている、理由があって上がっているということではないん

ではないか。むしろ若い人を進めていく段階で、この政策支援加入というのは大きなやっぱり

メリット、後ろ盾になっているんじゃないかというふうに理解をしております。 

○百瀬委員 一応データを見ると、例えば平成21年度だと、通常加入の新規加入が約2,300で、

政策支援の新規加入が約1,500ですから、ほぼ半々まではいかないですけれども、それに近い

ものだったのが、例えば平成27年だと、通常加入が2,100ぐらいで政策支援加入が800ぐらいな

んですよね。だんだんだんだん政策支援の割合が減っています。政策年金として農業者年金基

金があるのであれば、こういう状況というのをどう理解して、それに対して、どう政策支援を

増やしていくのかということを考える必要があるんではないのかなと思いました。 

 それと、20代から30代の人に限定しても、半分ぐらいの方が通常加入で入っているんですね。

これはなぜなんでしょうか。認定農業者という政策支援の条件を満たすのが非常に難しいから

こうなっているのか、あるいは何か別の理由があるのか。 

○中園理事長 それぞれの加入者のご判断があろうかと思いますけれども、恐らく理由の一つ

は税制の、社会保険料が控除になりますけれども、政策支援加入だと２万円でもう固定されま

すという、経営者としての一つの判断があるんだろうと思います。 

 それから、認定農業者、青色申告者なんで、そういう条件がまだ整っていないということも

あるのかもしれません。ここは、やっぱり私どもも、政策の流れとして、青色申告というのは

今度、収入保険も導入されますので、そういうことも背景にして我々も、農業者年金の仕組み

の中で、政策支援加入の青色申告というものを一緒になって推進できればいいなと思っていま

す。 

○百瀬委員 ありがとうございます。 

○高田数理官 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

○金井委員 今回新しく委員に任命されました金井と申します。改めて、どうぞよろしくお願

いいたします。 
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 公認会計士ですので、担当は財務と内部統制になろうかと思いますので、それに関する質問

を３点させていただきます。 

 まず、先ほどの説明資料では12ページで、一般管理費の削減率のところです。毎年３％減少

させるというのは大変なことだと思いますけれども、具体的に、どの費目をどれだけ減少させ

て、また、それは法人としてのどのような努力によるものかというのを教えていただければと。 

 ２点目は内部統制についてです。24ページ、説明の中では読まれなかった箇所ですが、内部

監査において、「内部統制システムは職員レベルまで浸透しているとまではいえない状況であ

ったことから、改善に向けてまず、全職員を対象として、基金の内部統制の取組内容の周知徹

底を図るための説明会を行った。」ということですが、別の個所でボトムアップ的なこと、職

員みずから「なぜなぜ分析」研修などを行ったり、あと、別の資料で見たんですけれども、業

務のまとまりごとに10人未満のグループで班会議を行って、業務の中からヒヤリ・ハット的な

ことを抽出して検討されているという記述読みましたので、これは大変いいことだと思います。

こういうことをされていれば、職員に徹底しないというのはどういうことかなと思いました、

また別の資料で、全般的な設定、新しくできた規程だとかコンプライアンス関係について周知

が足りなかったということの理解でよろしいですかね。 

 それで、そうだとすれば、ご承知のことだと思いますけれども、独法においての内部統制と

いうのは非常に広く、独法のミッションを達成することに阻害となる要因全てをカバーしなけ

ればいけないとなりますと、リスクの抽出と評価、それから、それに対する対応、ちゃんとＰ

ＤＣＡという言葉は使っておられますが、そのリスクの抽出の中で法人として漏れがあっては

いけないということから、業務レベルで職員からの意見を吸い上げるところって非常に大事で、

あと、執行側からも一応、大きいリスク、小さいリスクを、まず全て拾い上げて、それを法人

のミッションとリンクさせる形でまとめて説明をするということが将来的に必要になってくる

と思います。独立行政法人の内部統制、いくつかちょっと拝見する機会があるんですけれども、

なかなか捉えにくい。評価のツール、評価の前提として、その内部統制はきちんと整備・運用

されているということは前提とはなるんですけれども、法人のミッションとのかかわりで抽出

された、しかも評価されたリスクが、どのようにかかわっているかということを、法人がやっ

ぱり説明できるようになっていなければならない。 

 ですから、大きいリスクはきちんと捉えておられるし、対策も立てておられますけれども、

それを整理して、小さいリスクと大きいリスクとをつなげて、法人のミッションとどのように

かかわっていくのかというのを法人としても説明、すぐにできるような準備をされているとよ



15 

 

ろしいですね。 

 ３つ目なんですけれども、すみません、長くなって、監事さんの監査報告書を拝見したとこ

ろ、保有個人情報の管理の要綱に係る監査報告への対処がまだ十分ではないという記述と、そ

れから、個人情報保護監査責任者は監事以外の者とするほかと書かれていますが、これについ

ては、もう対処は済んでいるんでしょうか。 

 以上３つです。お願いいたします。 

○須藤理事 ただいまの３つの点、財務なり内部統制の関係につきまして、お答えしたいと思

います。 

 最初の一般管理費３％削減という話でございますけれども、私どもの独法のところでは、人

件費というのはなかなか切りにくいもんですから、これは国家公務員の準拠ということで、そ

のままはじいて、予算のところから横に人件費分として充てると。それ以外をきっちり削減し

ていって、おしなべて削減することで削減の、その３％削減を実行するというふうにやらせて

いただいております。 

 ただ、予算の費目の内訳をごらんいただくと多分すぐおわかりだと思うんですけれども、私

どもの独法の予算のかなりの対象分、システムに充てるということに実態上なってございます

ので、そこのところ、システムの改修の費用が若干なりともちょっと圧迫要因として、あまり

たくさん準備できないというのが少しトレンドとして続いているということで。私どもとして

は、長期的な視野でもって、システムで改修すべきところを探し、なるべく早く察知して、探

して自分からとりに行って、なるべく早く察知して、それで四、五年ぐらいの計画の中で、早

目にユーザーさんであるところの業務受託機関の要望に応えられるようにしていきたいという

ことで、何とか回しているというのが実態でございます。 

 ２番目の内部統制の関係で、監査等々でご指摘があったところでございます。 

 言及いただいた「なぜなぜ分析」なり班会議のところからヒヤリ・ハットを引き出している

というのは、我々独自のやり方でやっていますので、ここをご指摘いただいたのは大変ありが

たいなと思うんですけれども、これは全体の流れ、おっしゃったとおりの流れの中に、パーツ

として入れ込んだというふうな考え方でつくってございます。 

 というのは、内部統制、独法が行う内部統制には６つの要素があると。コソ（COSO）報告に

言われている６つの要素を独法側に変えているだけなので、基本的には何も変わってはないで

すけれども、この６つの要素があるということのそれぞれの要素にそれぞれの職場のセクショ

ンがどういうふうに対応しているのかという認識は、確かに残念ながら監事のおっしゃるとお



16 

 

りなんですけれども、それぞれのセクションでやるべき仕事を６つの要素ごとにやるべき、こ

れをやるんだというところを特定して言えるところに至っていないというのをある程度見られ

て、それでそういうふうに言われているんだろうというふうに認識しているんですが、それは

当たっているだろうなと私も思っております。 

 しかし、それを一足飛びに、あれやれ、これやれと、こっち側が、経営者側が言って、教え

るということだけだと恐らく内部統制のＰＤＣＡサイクル回らないだろう。特にＣが弱いとい

うふうに私ども、私は認識しております。そこをどういうふうにＰＤＣＡサイクル、特にＣと

Ａの部分を回していくのか。これはＰＤＣＡサイクルの機動力になるはずなので、それをつく

るために、「なぜなぜ分析」として自分で問題点を分析して探して、それの解決策のヒントを

抽出する方法、それをまず最初に覚えさせる。それと、ヒヤリ・ハットを自分で、班会議の普

通の中から、自分たちの普通の言葉の中から抽出させるという、最も基礎的な発見の努力とい

うところを習得させるところに、まず最初に重きを置いたというものでございます。 

 それを踏まえてなんでございますけれども、年度末に残念ながらなりましたですけれども、

６つの要素とは一体何なのかということを研修の形で全職員に一応説明いたして、それを踏ま

えてですが、今度、最も小さいコンポーネントであるところの班のレベルで、６つの要素で、

自分たちで気をつけなきゃいけないことは何なのかって、一度作文させてみたいなという宿題

を投げたと。 

 下からのボトムアップで、次は班ができれば課、課ができれば部という具合いに、頭の整理

を少しずつつくり上げるように、ゆっくり持ち上げたい。そうしなければ、ＰＤＣＡサイクル

のＣの部分が、なかなか頭の整理がつかないだろうなという認識で、今つくり上げている、構

築しているというふうに基本的には考えております。 

 それによりまして、班のレベルで６つの要素を全部書けるはずがないということも気づいて

もらうべきだし、６つの要素のどこにウエートがあるのかということも、より強く、その途中

の作業のところで指摘しながら、そのそれぞれの全部の要素をカバーするための一つ一つのポ

イント、気づくべきポイントを教え込んでいくプロセスをつくりたいというのが今の内部統制

の進め方の基本的なアプローチ論でございます。これが正しいかどうかというのはちょっと議

論があると思いますけれども、一応そういう形で進めさせていただいております。 

 そういう過程におきまして、班のレベルで書いてもらおうというときに、意見の相談という

形でございますけれども、それぞれの班のレベルの方と、恐らくは多分私になるんですが、直

接意見交換で、班のレベルの取り組むべき事項を作文するときに、事前指導なり、その後の作
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文の完成品をつくり、それをどう実行するかを問いかけるというのをやっていきたいなという

ふうに思いますし、そのときにリスクアプローチというところが、その個々の問題について何

があるのかというのを少し教え込みたいという予定でございます。これを、実は年度をまたい

でしまいましたですけれども、今年の前半に計画しているというところであります。 

 おっしゃったとおり、法人のミッションというのは明確にはあるんですけれども、ただただ

それを何度も何度も繰り返し言って覚えさせていくとか暗記させるということは簡単なんです

が、暗記させたからといって、自分の仕事はどうあるべきかというところの、ここの橋渡しが

ものすごく難しいもんですから、そこを、橋渡しのところに力を入れたいというのが基本的な

考え方であります。そうすれば多分、自分で説明できるだろう。 

 ３番目の、監事の報告書にございました保有個人情報の関係でございます。 

 個人情報保護の関係、保有個人情報の関係ですね。ご指摘を、監事からご指摘いただいてい

る点は、もちろんその内容におきましては承ったとおりだなと思っているので、それはもう私

どもとしては、今年度にまたがりましたけれども、改めさせていただきたいというふうに思っ

ています。 

 監事が保有個人情報の監査をやるということに、昨年度までなっていたんですけれども、そ

れは、今の独法の監事の位置づけからしても、ちょっとおかしいというのは監事の指摘のとお

りだし、監事が情報関係のところを見ているというのもちょっと何かうなずけないところもあ

りますので、ほかの独法さんも大宗が一定の外の方にお任せするために、その契約の母体とし

て職員の塊を捉えて、そこが主体になって監査するというふうになられているようですから、

それに倣ったやり方に変えていくというふうに思っております。 

○金井委員 大変結構です。 

 最後に１つだけ。内部通報といいますか、内部通報のシステムはお持ちでしょうか。 

○須藤理事 内部通報は、明確に内部通報のための意見の窓口ということでは設けてございま

せん。 

 ただ、先ほどのヒヤリ・ハットを回収するためにつくりました「気がかり」ですけれども、

これは、班の会議の中で行われた意見をただ記録するだけということにしてあって、その班以

外の人が見られないようにパスワードを入れろというふうにしてあります。自由に意見を言っ

ていく中において気づきが多分書かれて、その中に危険な情報、サインが残るんじゃなかろう

かというふうに思っていまして、そこの危険なサインがあるところに見つける、それを私だけ

しかモニターしていないんですけれども、モニターしているときに気づきがあれば、逆に私の
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方が察知のためにちょっと聞くという作業をしております。 

○金井委員 わかりました。ありがとうございます。 

○高田数理官 よろしいですか。 

 それでは、ご質問まだあろうかと思いますけれども、また後ほどお伺いするとして、先に第

３期中期目標期間見込業務実績報告についてご報告を受けたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○廣田企画調整室長 それでは、お手元の第３期中期目標期間の見込業務実績等報告書につい

て、ご説明します。 

 ３ページまでは主務大臣の評価に関するシートですので、当方からの説明は４ページから始

まる「国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項」からとなります。 

 ４ページには28年度業務実績等報告書と同じく主要な経年データを掲載し、５ページから第

３期中期目標期間の見込業務実績及び自己評価を記載しております。 

 内容の説明の前に、最初にシートの構成についてご説明させていただきます。 

 基本的な構成は28年度業務実績等報告書とほぼ同じですが、この見込業務実績等報告書では、

業務実績の欄に28年度までの業務実績を記載しています。 

 次に、自己評価の欄で28年度までの業務実績に加え29年度の見込業務実績を記載し、この２

つ合わせた中期目標期間全体の業務実績見込みについての自己評価を記載しております。 

 まず「１ 農業者年金事業」の（１）被保険者資格の適正な管理です。毎年度、計画どおり

に農業者年金の被保険者記録と国民年金のそれとの突合を行い、不整合となった方に対して申

出書等の提出を働きかけております。29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に

達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 次に、５ページ下段の（２）年金裁定請求の勧奨です。毎年度、計画どおりに65歳の誕生日

の１カ月前に裁定請求を勧奨し、また、29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分

に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 ６ページの（３）申出書等の迅速な処理です。 

 ①の提出された申出書等についての標準処理期間内の処理割合につきましては、主要な業務

実績の表にあるように、いずれも97％以上と目標を達成し、その結果も公表しております。29

年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 ②の標準処理期間の短縮化につきましては、記録管理システム、いわゆる新システムの運用

開始に合わせ、届出書等の標準処理期間を短縮化し、所期の目標を達成しました。 
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 また、③の返戻の関係です。７ページの表にあるように、毎年度の返戻率が６％～７％で、

いずれも目標の10％以下を達成しており、中期目標期間においても所期の目標を十分に達成す

ると見込まれます。 

 このことから、ｂ評定としました。 

 次に、７ページ下段の、「２ 年金資産の安全かつ効率的な運用関係」です。 

 まず、（１）年金資産の運用・管理で、年金資産の運用については、毎年度、運用の基本方

針に基づき、安全かつ効率的に行っております。 

 また、（２）資金運用委員会での評価・分析についても、毎年度、資金運用委員会において

年金資産の運用状況等の評価・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いては、これも毎年度、資金運用委員会で資産

構成割合を検証し、見直す必要はないという結論を得ています。 

 以上のように、年金資産の運用については（１）から（３）までの項目を毎年度着実に実施

しており、29年度も取り組むこととしております。 

 この年金資産の安全かつ効率的な運用の項目につきましては、所期の目標にはありませんで

したが、27年４月より資金運用委員会の委員を外部専門家のみとし、より専門的・客観的な評

価・分析等を実施できる体制としました。 

 また、28年度業務実績等報告書で説明したように、28年１月の日銀のマイナス金利政策の導

入により、マイナス金利が進行し、運用環境が悪化したことに対応して、当基金では損失回避

対策を実施し、5,000万円程度の損失が回避できたと考えております。 

 さらに、今後の資産運用についての検討の参考にするため、約10年ぶりに加入者を対象とし

たアンケートを実施し、多くの加入者の意見や意向を把握できました。 

 このように、年金資産の運用に関しましては、所期の目標を上回る成果を達成すると見込ま

れることから、ａ評定としました。 

 次は、10ページの（４）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

通知です。これにつきましては、四半期ごとに年金資産の構成割合や運用成績について公表し、

年度の運用結果については加入者等へ通知しております。29年度も同様に取り組むことから、

所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 10ページ中ほどの（５）年金資産の運用に係るガバナンスの強化です。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

施しており、29年度も同様に取り組むこととしております。この年金資産の運用に係るガバナ



20 

 

ンスの強化に関しては、先ほど説明したように、27年４月より資金運用委員会の構成を外部専

門家のみに一新したことで、資金運用の透明性の向上、ガバナンスの一層の強化を図っており、

所期の目標を上回る成果を達成すると見込まれることから、ａ評定としました。 

 次に、11ページ中ほどからの、「３ 制度の普及推進及び情報提供の充実」です。 

 まず、（１）加入推進目標の設定です。20歳から39歳までの基幹的農業従事者に占める農業

者年金の被保険者の割合を29年度末までに20％まで拡大するという加入推進目標の達成に向け

て、毎年度、年度計画で増加すべきポイントを明確にして加入推進に取り組むとともに、関係

団体とも連携して運動を展開してきました。この結果、28年度末における同割合の推計値は

19.0％と達成すべき割合を上回っており、また、29年度に入ってからの新規加入者数は前年同

期を上回っています。これらのことから、この項目については所期の目標を十分に達成すると

見込まれ、ｂ評定としました。 

 次は、12ページの（２）加入推進取組方針に基づく加入推進活動の実施です。毎年度、加入

推進取組方針を策定し、新規就農者等に対する働きかけや、加入者アンケートを計画どおり実

施しました。29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ

評定としました。 

 13ページの（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す。計画どお

り、毎年度、加入推進研修会を開催し、理解の増進のために事例の紹介や外部専門家による説

明を行う会場数を増加させ、また、テキストの見直しを加えてきております。29年度も同様に

取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 14ページの（４）重点特別都府県等における特別活動の実施です。 

 28年度業務実績等報告書で説明したように、加入実績が低調な都道府県を重点都府県として

指定し、その中からさらに特別重点都府県を指定し特別活動を実施することで、格差の縮小を

目指すものです。毎年度、計画どおり、重点都府県では市町村・ＪＡ巡回意見交換会を、また、

特別重点都府県については市町村・ＪＡ巡回意見交換会に加え、特別活動計画の共同作成、そ

のフォローアップなどの取組をしております。 

 これらの取組の結果、15ページの表のとおり、目標達成県を除いた全国平均の加入推進目標

達成率は年々上昇しており、底上げが図られ、格差が縮小しました。 

 また、14ページの表のとおり、重点都府県の39歳以下の新規加入者数の対前年度比は、全国

のそれを毎年度上回っており、若い農業者の拡大という目標も達成しております。 

 29年度も同様に取り組むこととしており、この項目に関しては所期の目標を上回る成果を達
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成すると見込まれることから、ａ評定としました。 

 15ページの（５）ホームページ等による制度の内容、情報の提供です。計画どおり、関係者

の意見を踏まえたパンフレットやリーフレットを作成・提供、ホームページでの情報発信を行

っており、29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評

定としました。 

 続きまして、16ページから始まる、「業務運営の効率化に関する事項等」です。 

 16ページ及び17ページは、評価の対象となる指標及び参考となる主要な経年データを記載し

ております。 

 18ページから業務実績及び自己評価を記載しており、まず第１の「１業務運営の効率化によ

る経費の抑制等」の（１）一般管理費及び事業費の抑制です。これにつきましては、16ページ

下の主要な経年データに記載したとおり、毎年度目標を達成しており、19年度も同様に取り組

むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 次に、18ページ末からの（２）人件費の削減等です。政府における総人件費削減の取組を踏

まえた取組を行っており、29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると

見込まれ、ｂ評定としました。 

 19ページ中ほどの（３）給与水準の適正化です。 

 資料に記載したとおり、毎年度のラスパイレス指数は100を下回っており、毎年度、給与水

準の適正化の取組の進捗状況はホームページで公表しております。また、この６月末に公表し

た29年度のラスパイレス指数の試算値も98.2と100を下回っており、所期の目標を十分に達成

すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 同じく19ページの下段、（４）契約の適正化の推進です。契約について、一般競争を原則と

して、契約審査委員会での事前検討などの対応を行っており、また、調達等合理化計画につい

て、その実施状況を契約監視委員会で点検を受け、それらの結果を公表しております。29年度

も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 次は、21ページの、「２ 業務運営の効率化」の（１）事務書類の簡素化です。 

 26年２月に運用を開始した新システムにより、主要な業務実績欄に記載したとおり、申出期

間の延長、届出書等の様式の簡素化などが図られました。 

 また、28年度業務実績等報告書で説明したように、届出書等の統合・簡素化により、業務受

託機関の負担軽減につながったことがアンケート調査で明らかになりました。 

 さらに、各種業務用手引きの抜本的な見直し作業を行い、28年度末に電子化したものを当基
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金のホームページに掲載して、利用できるようにしました。これによって、業務受託機関の負

担軽減や理解度向上につながり、業務受託機関との電話でのやりとり時間が短縮されるなど、

成果を得ております。 

 以上のことから、この項目は所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 次に、22ページの（２）電子情報システムの利用促進です。26年２月に運用を開始した新シ

ステムについては、毎年度、普及拡大取組方針を作成し、利用説明会を行うなど、利用促進に

努め、新システム導入後のアクセス件数が増加していることから、所期の目標を十分に達成す

ると見込まれ、ｂ評定としました。 

 22ページ中ほどの（３）農業者年金記録管理システムの開発等です。新システムについては、

計画どおり開発を終え、運用を開始しました。また、マイナンバー制度への対応等のための開

発を進めておりますので、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 次は、23ページの、「３ 組織運営の合理化」の（１）常勤職員数です。常勤職員数につい

ては、28年度末で74人であり、所期の目標を達成していることから、ｂ評定としました。 

 23ページ中ほどの（２）能力・実績主義の活用です。期末特別手当の額への職務実績の反映、

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は、計画どおり実施しまし

た。29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定とし

ました。 

 次は、24ページの、「４ 委託業務の効率的・効果的実施」の（１）実績報告書による活動

状況の把握です。計画どおり、受託機関から提出された実績報告書を集計し、業務受託機関に

おける業務の実施状況を把握しており、29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分

に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 次に、24ページ中ほどの（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。計画どおり、25年度から固定的な配分方法を見直し、また、加入推進活動を活性化さ

せるインセンティブが働くように配分方法の見直しを行ってきておりますので、所期の目標を

十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 25ページ中ほどの（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、農業

委員会と農業協同組合で異なっていた基準を統一するなど、配分基準の適正化に努めてきてお

り、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定とします。 

 次は、25ページ下段からの、「５ 業務運営能力の向上等」です。 

 まず、（１）農業者年金基金職員ですが、計画どおり、毎年度、初任者研修や専門研修を実
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施し、29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定と

しました。 

 次に、26ページの（２）業務受託機関担当者ですが、計画どおり、毎年度、年度当初に都道

府県段階の業務受託機関の担当者及び新任担当者を対象とする研修会を開催したほか、各種会

議や専門研修会を実施しました。また、これら研修や会議の内容については、都道府県段階の

受託機関から市町村段階の受託機関へ周知するようにしております。29年度も同様に取り組む

ことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 次は、28ページからの、「６ 内部統制の充実・強化」です。 

 まず（１）ですが、計画どおり、内部統制の基本方針を25年４月に策定し、その後、内部統

制システムの充実・強化に取り組んできました。29年度も同様に取り組むことから、所期の目

標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 次に、同じ28ページ、下の（２）ですが、基本方針に基づき理事長は、経営管理会議におい

て、内部統制に関する取組状況の把握、必要な指示、モニタリング等につき、計画どおり実施

しました。29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評

定としました。 

 次に、29ページの（３）内部統制基本方針に基づくコンプライアンスの推進等です。 

 まず、１点目のコンプライアンスの推進につきましては、役職員全体を対象とするコンプラ

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。なお、これ

までのところ、コンプライアンスに違反する事例は発生しておりません。 

 ２点目のリスク管理の徹底につきましても、計画どおり、25年４月にリスク管理委員会を設

置し、毎年度２回、委員会を開催することなどにより、リスク管理を徹底しております。また、

28年度業務実績等報告書で説明したように、業務手順を職員みずから見直し改善する考え方を

導入したところです。 

 ３点目の内部監査につきましても、規程に基づき内部監査計画を作成し、内部監査を実施し

ました。 

 29年度も同様に取り組むことから、この項目全体として、所期の目標を十分に達成すると見

込まれ、ｂ評定としました。 

 次に、30ページ下段の（４）加入者の代表等の意見の反映です。計画どおり、毎年度、上半

期と下半期に運営協議会を開催し、議事要旨をホームページに公表しており、29年度も同様に

取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 
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 次に、31ページの（５）業務受託機関の事務処理の適正化です。考査指導を実施する業務受

託機関数は、中期目標期間中で1,200程度、毎年度240程度としており、29年度までの実績見込

みでは1,300程度と、目標を上回るものとなっております。また、毎年度、考査指導の効果の

浸透や必要な指導については実施しており、29年度も同様に取り組むことから、この項目全体

として、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 次に、31ページ下の（６）情報セキュリティ対策です。 

 １点目の情報セキュリティ規程の見直し関係については、計画どおり見直し作業を進め、情

報セキュリティ対策として、研修会や抜き打ちの標的型メール訓練などを実施しております。 

 また、農林水産省からの情報提供に迅速に対応し、その対応状況を農水省に報告するなど、

これも計画どおり実施しております。 

 これらに加えて、当基金では27年６月の日本年金機構からの個人情報漏えい問題をみずから

の問題として捉え、システムを操作する端末機、パソコンをインターネットから遮断する改修

を迅速に行うなど、必要な対策を着実に実施してきており、この項目に関しては所期の目標を

上回る成果を達成すると見込まれることから、ａ評定としました。 

 次は、32ページの財務内容の改善に関する事項です。 

 まず、融資事業及び農地の割賦売り渡しによる貸付金債権の整理では、毎年度、債権分類の

見直し、債権の管理・回収を行っております。また、担保物件の評価の見直しも計画どおり行

っており、29年度も同様に取り組むことから、この項目全体として、所期の目標を十分に達成

すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 33ページ中ほどの運営費交付金額の必要額の算定につきましては、毎年度、運営費交付金の

算定ルールに基づきまして算定しており、所期の目標を十分に達成していることから、ｂ評定

としました。 

 次は、33ページ下段の、予算、収支計画及び資金です。 

 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につきましては、

先ほどご説明しましたのと同じ理由でｂと評定しました。 

 次は、34ページ中ほどの短期借入金の限度額ですが、実績はありませんでしたので、評定は

しておりません。 

 同じ34ページ末からの長期借入金ですが、毎年度、競争入札を行い、極力有利な条件で借り

入れを行っており、29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込ま

れ、ｂ評定としました。 
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 次は、35ページ中ほどからの、その他主務省令で定める業務運営に関する事項です。 

 まずは、「 職員の人事に関する計画の関係」ですが、人材育成を図るとともに、適正な人

員配置に努めており、29年度も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込

まれ、ｂ評定としました。 

 人員に関する指標については、既に74人の目標を達成していることから、ｂ評定としました。 

 最後は、「２ 積立金の処分に関する事項」。これも計画の範囲内で充当しており、29年度

も同様に取り組むことから、所期の目標を十分に達成すると見込まれ、ｂ評定としました。 

 説明は以上です。 

○高田数理官 ありがとうございます。 

 それでは、質疑応答を行います。先ほどの28年度実績も含めたところで結構です。どなたか

らでも結構ですので。 

○橋口委員 ちょっとすみません、先ほどでもよろしかったですし、今のタイミングでもよろ

しいかと思うんですけれども、加入推進目標で20％という数字を掲げておられて、これは非常

に重要な数字だと思うんですけれども、この20という数値は、もうあくまでも小数点のつかな

い20という理解でよろしいのですかね。途中の年度年度では、例えば1.2ポイントずつ上昇と

かですね。あるいは、この参考資料の方を見ますと、75ページには19.23とか、小数点２桁ま

で書いてあったり。 

 と申しますのは、恐らくセンサスの年と動態調査の年によってだいぶ分母がずれてきたりと

かですね。動態調査自身は推計調査なので、それ自体にも多分統計上の誤差が最初から織り込

んであって、かつ、だんだん分母が小さくなっていくということは、この統計上の誤差が徐々

に大きく反映してくることになろうかと思います。 

 私が計算したところ、少なくとも統計上で織り込み済みの誤差でも、少なくとも小数点２桁

だと、数値３ぐらいは多分変わってくるんだと思うんですが。そのあたり、そこの目標の数字

の精度というのはどのぐらいでしょうか。20％の目標ということは、19.5～20.4だったら20と

いうことになるのかどうかとか、そのあたりちょっとご説明いただけないでしょうか。以前も

ひょっとしたら似たようなご質問をさせていただいたことあるかもしれませんけれども、ちょ

っとどういうふうに理解したらよいかというのを、まず教えていただければと思います。 

○高橋補佐 基本的には小数点１桁で、２桁目は四捨五入というところで判断します。ただ、

先生ご指摘のように、統計上の誤差が結構母数の部分で大きいので、そこまで見て意味がある

のかどうかというところは、今後の課題として考えさせていただきたいなと思っています。と
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りあえず今は小数点１桁です。 

○橋口委員 ということは、20と書いてある部分も、これは20.0であるという理解でよろしい

でしょうか。 

○高橋補佐 そうです。そこは、最終的な成果が出たときにもう一度、統計の精度等も含めて、

相談して決めたいと思います。 

○橋口委員 あともう１点、これも似たような質問を以前させていただいたことがあるかもわ

かんないんですけれども、かつ、以前には参考資料の中に確かそういった資料があったように

も、おぼろげながら記憶しているんですが、加入者の方の経営類型といいましょうか、経営上

の、例えば土地利用型の方が多い・少ないとか、施設園芸の方が多い・少ない、あるいは畜産

の方が、畜産もまたいろいろ種類あると思いますけれども、そういったようなデータないし分

析というのはされていらっしゃいましたでしょうか。 

○廣田企画調整室長 今回の参考資料にはお付けしていないんですけれども、これまでやりま

した評価の際の参考資料には確かにお付けしておりました。 

○橋口委員 ああ、そうでしたですね。その場合の特徴から、何か戦略みたいなのが立てられ

るのか、立てられないのか。あまりそういう経営類型には関係なく、とにかく説得的に一生懸

命広報して、今回の重点活動されたような内容の方がより重要だというようなご認識なのかと

いうあたりは、いかがでしょう。 

○中園理事長 新規加入者の方にアンケートして、その中に類型書いてもらうような形で、集

計をすれば出てくるんですが、大きな特徴的に、これが顕著に表れているということではない

と思っております。 

 むしろ好調な産地とか、意味合い的には園芸地帯だとかの加入が進んでいるのが目立つなと

いうのが１点ですね。 

 それと、やっぱり若干米地帯は調子がよくないということもあって、米地帯は少し、加入率

がぽんと上がるとか、そういう動きはあまりないかなという感じはしております。 

 私どもは、とにかく加入資格のある方は全員加入してほしいというのが思いですから、その

つもりで、全員の方にとにかく農業者年金制度を知ってもらって、メリットが多いですから、

加入を勧めていきたいというふうに思っております。 

○橋口委員 ありがとうございました。 

○百瀬委員 女性の加入推進についてお伺いしたいと思います。国民年金だけの方の公的年金

上の大きな問題として、高齢遺族に対する年金がないんですね。我々被用者の場合は高齢遺族
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に対して遺族厚生年金ありますが。その意味で、女性に農業者年金に加入してもらうというこ

との意義が大きいと思います。もしそれがないと、大体、夫が先に亡くなりますから、そうす

ると、高齢の女性は基礎年金だけになってしまいます。さらに、今度の財政検証でも明らかに

なったように、基礎年金の実質的な水準が下がっていきますので、ぜひ女性に対する加入促進

に力入れていただきたいと思うのですが。 

 実態を見ますと、女性の加入者はほとんど増えていないんですね。パンフレット見ると、増

えていると書いてあるのですが、農業者年金のホームページのデータを見ると、もうほとんど

増えていない感じなんですね。増えたり減ったりみたいな感じで、明確な傾向が見えません。

一応リーフレットやホームページに力を入れていることは今回ご報告いただいたのですが、そ

れ以外に、女性の加入推進という点で、どういったところに力を入れていらっしゃるかという

のをお聞かせください。 

○中園理事長 全く先生のおっしゃるとおりです。私ども、若い人の加入とともに女性農業者

の加入というのは大変大きな課題だろうというふうに思っています。遺族年金の問題、４分の

３は、サラリーマンの方の奥さんの場合は、ご主人の４分の３部分、老齢厚生年金がもらえる

ということで、相当な格差でありますよね。 

 ある県でもあるんですけれども、農業者年金は老後の妻への愛の贈り物というような言葉を

キャッチフレーズにしながら、女性農業者の推進をしているようなところもあります。 

 私どもも、ご指摘ありましたようにパンフレットを、女性農業者向け、若者向け、中高年農

業者向けと明確に分けた形でつくらせていただいて、推進をしております。今後の農家の世帯

の動きだとかも考えても、ご主人が亡くなった後、１人でお過ごしになるという女性農業者も

増えてくるというふうに思われますので、そういうことも含めて、女性農業者の加入というの

は大きな課題だと思っております。今後やらなきゃいけない。もう一つの若い農業者とともに

やらなきゃいかん。むしろターゲットにしなきゃいかん一つの考え方だと思っています。 

○百瀬委員 今、具体的に何か方策をとられているということでしょうか。これから考えてい

くことでしょうか。 

○中園理事長 そうですね。今でも女性農業者というのは一つのターゲットにしていますんで、

若い農業者とともにね。それをもっと強化していかなきゃいかんと思っています。 

 やり方だと思いますけれども、具体的に、すぐこれを来年からやる、今やっていることを、

もっと別なことやるということではなくて、今やっていることをもっと強化するという考え方

でやっていきたいと思っております。 
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○百瀬委員 リーフレットであるとか、ホームページであるとかですね。 

○中園理事長 はい、そうですね。 

○高橋補佐 農林水産省としても、女性の活躍を支援するため取組を推進しており、農業者年

金についても、支援策の一つとしてPRしているところですが、引き続き、力を入れ、しっかり

やっていきたいと思っております。 

 ちなみに、女性の割合自体は若干でも増えていますか。 

○中園理事長 全体の被保険者に占める女性の割合は、たしか20％ぐらいだと思います。 

○高橋補佐 新規加入だと…… 

○中園理事長 新規加入だと３分の１、これも３割…… 

○高橋補佐 27年度だと34.7％ぐらいですか。 

○中園理事長 そうなんです、ええ。新規加入で増えていると。 

○高橋補佐 割合としては、毎年毎年若干増えている感じではあるのかなと。 

○中園理事長 先生がお持ちの資料が…… 

○百瀬委員 農業者年金基金のホームページのデータを見ると…… 

そんなに人数として増えている感じはない。 

○高橋補佐 人数は増えていないけれども、割合というか、新規加入者に占める女性の割合と

か、例えば被保険者に占める女性の割合ということで見れば、徐々に増えてはいるような感触

はもってるのですが。 

○百瀬委員 あまり明確な傾向とは。平成26年度と27年度を比較しても…… 

○高橋補佐 26年は、女性が953人ですね。 

○百瀬委員 男性が1,800で、27は男性1,999の女性1,064ですから、さらに…… 

○高橋補佐 すごく増えているというわけではないですね。 

○百瀬委員 そうです。平成25年度までさかのぼると、男性が約2,300で女性が約1,100ですか

ら。 

○中園理事長 私の今の認識では、過去に入られた方を含めた被保険者に占める女性の割合と

いうのは大体２割ぐらい。今、新規で毎年入られる方の３分の１ぐらいが女性という形なので、

そうすると、全体的には増えている。微々たるもんかもしれませんけれども。 

○百瀬委員 確かに平成の、制度ができた当初と比べると、女性の加入者の方の割合は増えて

います。けれども、その後は、多分リーマンショック前が一番新規加入者が多かった時期だと

思うのですが、そのあたりと比較して、女性が劇的に増えている感じはありません。 
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○高橋補佐 確かに劇的には増えていないですね。 

○百瀬委員 明確に増えているという感じはしないですね。 

○中園理事長 ここはやっぱり、でも、同じ意識、全くそのとおりで、女性の方の加入という

のを推進していかなきゃいかん。恐らく増えてきているのは新規加入で、３分の１の方が女性

だというのは、やっぱり女性農業者における農業者年金の位置づけというか、ご理解が徐々に

徐々に、やっぱり理解が進みつつあるのかなとも思っていますんで、もう少しこれを加速して

いくような取組が大事だと思っています。 

○高田数理官 ほかにございますか。 

○百瀬委員 毎年聞いているのですが、任意脱退の方がやっぱりいらっしゃるんですね。大体、

資格喪失者の１割ぐらいが毎年任意脱退なのですが、この任意脱退について分析というか、そ

ういう方がいることの、なぜそういうふうになっているのかの分析をどうされているのかをお

聞きしたいと思います。また、今回、統計データを見ていて、意外と再加入の方が多いことも

わかりまして。 

 例えば平成27年度ですと、新規加入が3,000に対して再加入の方が640ぐらいいるんですね。

意外と多いなと思ったのですが、何で再加入するのかということと、それから、例えば任意脱

退した方とかにもう一回再加入を促すような、何かそういう手だてをされているのかという、

そのあたりをお聞かせ願えれば。 

○中園理事長 恐らくそれを月ごとに見ると、脱退が秋から冬で、再加入が夏、春時という。

そして、いわゆる出稼ぎというんですか、出稼ぎまではないんですけれども、冬の間はほかの

ところへお勤めになる、何カ月か短期でですね。それで、夏は農業の方へ戻るという方が結構

おられます。昔みたいに出稼ぎでどこか、東京に出ていくとかということはなくて、町内とか

県内とかということであろうと思っていますけれども、その数が、恐らく先生がおっしゃった、

それの大部分だと思っております。 

○百瀬委員 では、特に何か魅力がなくてとかそういう理由ではなくて、完全に農家の働き方

の問題で任意脱退と再加入が比較的多くなっているというイメージでよろしいですか。 

○中園理事長 そこで雇用され、期間雇用ですね。 

○須藤理事 加えていいですか。 

 任意脱退のメリットを、少しずつＰＲしている方が出始めてきたので、それで知られるよう

になってきたというのはあります。 

 これは、確定拠出の非常に大きい強みだと思うんですけれども、積み立て型の確定拠出の、
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やめられると、保険料は休めるってことですね。保険料を払わないで、しかし、利回りは付き

続けるということですね。それまで払った保険料分の利回りは付き続ける。再加入すれば、そ

のときからまた積み立てし直して上乗せできる。もらうのは、いずれにしろ年金だけだと。 

 農家の所得は、今年の災害が見られるように、激しく、年によって激しく変わるんですね。

その低い年の、収入が低い年にはお休みしましょうと、思い切り。思い切りお休みしましょう

というふうに制度自体がなっているので、使えばいいんですよというふうにＰＲされる方が少

しずつ現れてきた。それは、加入のときに大々的に、再加入があって、どんどん任意脱退もで

きますよというのを大々的にＰＲしていませんので、気づく人は非常にまれですけれども、加

入した後に再加入、任意脱退と再加入がセットであるんだと、ということに気づかれるように、

少しずつＰＲしている人がいるもんですから、だんだんそれをご利用いただいている人たちの

数が増えつつあるのかなというふうに思います。 

○高田数理官 よろしいでしょうか。 

 ほかにはないですか。 

○金井委員 年に２回、農業年金被保険者の資格記録と国民年金被保険者の記録との整合性を

チェックしておられるということなんですが、６項目について。これはデータ同士でマッチン

グをかけているということですね。ですから、もう相当の件数ありますけれども、はじかれた

ものはエラーでしているのでそれを得られるということでしょうか。 

○中園理事長 そのとおりです。 

○高田数理官 ほかにございますか。 

 それでは、ないようでしたら、これで議事の１つ目の農業者年金基金からのヒアリングにつ

いては終わりたいと思います。 

 この後、席の移動等がございますので、ここで一旦休憩をとります。５分間休憩をとって、

35分から再開したいと思いますので、よろしくお願いします。 

                                午後３時２８分 休憩 

 

                                午後３時３５分 再開 

○高田数理官 それでは、お揃いのようですので、議事を再開いたします。 

 議事の２番目になりますけれども、主務大臣の評価についてということで、まず、平成28年

度業務実績に関する評価案ということで、経営政策課の方から説明いたします。 

○高橋補佐 それでは、主務大臣の評価書案についてご説明申し上げます。 
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 まず、１ページ目は評価の概要ということで、定型的なことが書いてございます。 

 ３ポツに「評価の実施に関する事項」という欄がございますが、ここは評価に際して実施し

た手続等を書く欄でございまして、私どもの方で７月13日に監事からの意見聴取を行いまして、

その際、内部統制の取組等について状況を聴取いたしました。それから、本日の有識者会議の

ヒアリングと有識者会議の概要、開催について、７月25日付ということで記載させていただい

ております。 

 ２ページ目が総合評定でございますが、その前に、項目別の評価の方を先にご説明した方が

よろしいかと思いますので、４ページ目に飛んでいただいてよろしいでしょうか。 

 こちらからは項目別の評定でございまして、まず、４ページ目以降は農業者年金事業の関係

でございます。 

 事業の取組等につきましては、先ほど年金基金からの報告書で説明があったと思いますので、

ポイントに絞ってご説明をいたします。 

 まず、農業者年金事業につきましては、全部で４つの小項目がございますが、全てｂ評価と

考えております。内容的には、先ほど基金から説明がございましたように、国民年金記録との

突合というのを計画どおり年に２回実施しているというのが４ページの下の部分でございます。 

 それから、裁定請求についての勧奨ですね。請求漏れがないようにということで、65歳の一

月前に勧奨文書を毎月送付しているというのも、計画どおりきちんと実施されておりますので

ｂとしております。 

 それから、５ページ目から６ページ目にかけましては、標準処理期間あるいは書類の迅速化、

処理の迅速化ということでございますが、いずれも目標を達成しておりまして、ｂ評価という

ことで考えております。 

 続きまして、８ページ目でございます。年金資産の安全かつ効率的な運用の項目でございま

す。 

 こちらの方は３つの評価項目がございますが、最初の項目をａとした理由につきましては、

基金の方からも説明がありましたが、マイナス金利に対応して年金資産に損失が被らないよう

にということで、非常に迅速にかつ的確な対応措置を講じたという点を評価いたしまして、ａ

評価にいたしたいと思います。特に年金資産というのは加入者とか受給者の方の年金額に直接

響くものですから、非常に重要な要素でございますので、ここに適切に対応したという点を重

要視して評価をしたいというふうに考えておりまして、ａ評価と考えています。 

 それから、飛びまして10ページ目でございます。これは単純に年金資産の構成割合ですとか
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運用成果等についてホームページで公表しているかどうかという観点でございまして、計画ど

おりやられているので、ｂ評価ということでございます。 

 それから、年金資産のガバナンスの評価というところでございますが、これも受託機関、運

用の受託機関の名称の公表等について適切に行われていると認められますので、ｂ評価という

ふうに考えております。 

 続きまして、12ページが「制度の普及推進と情報提供の充実」でございます。 

 指標の12ページは飛ばしまして、具体的な内容について、13ページ以降でございます。 

 まず、最初の加入推進目標の設定の関係でございます。これにつきましては、基幹的農業従

事者の20％に向けた取組ということで、28年度においては18.8％が到達目標でございまして、

実績は19.2％ございましたので、目標を達成しているということでｂ評価にしたいと思います。 

 なお、評価はｂでございますが、指摘事項ということで、課題を書かせていただいておりま

して、本年度、29年度は最終年度でございますので、本年度の加入促進で、ちょっとたがが緩

みますと20％に達さないというおそれもございますので、目標の進捗管理、目標達成の進捗管

理を適切にやっていただきたいという思いを込めまして、そこにございますような、若い農業

者に重点を置いた加入推進の取組を一層徹底してほしいということで、指摘事項を記載させて

いただいております。 

 それから、14ページ以降でございますが、これ以下は加入促進の活動の関係でございまして、

いずれも計画に即してきちんと取組がされていると、あるいは、取組の効果検証というのも適

切になされていると認められますので、ｂ評価ということにしております。 

 続きまして、ちょっと飛びまして、16ページでございます。16ページの下の（５）という、

特別重点都府県の格差縮小の件でございます。この点は、基金の評価としてはａ評価というふ

うに評価をしておりますが、私どもとしては、確かに特別重点活動の成果というのは見られる

んですけれども、目標を上回る成果とまで言えるかどうかというところはやや疑義がございま

して、例えば新規加入については、重点都府県以外は100％を下回っていると、対前年度比は

ですね。そういう点もちょっと踏まえますと、目標を上回る成果があったとまでは言えないん

ではないかということで、主務大臣の評価としてはｂ評価にしたいというふうに考えておりま

す。 

 それから、17、18が情報、ホームページ等による情報の提供でございます。これは、リーフ

レット等を作成して、ホームページで適切に情報発信等を行われていると認められましたので、

ｂ評価としております。 
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 続きまして、20ページでございます。こちらは業務運営の効率化に関するものでございます。 

 こちらは経費の抑制の関係が主でございまして、一般管理費と業務経費について、毎年度

３％ないしは１％の削減を行うということで、計画どおりの削減が行われておりますので、い

ずれもｂ評価ということにしております。 

 それから、人件費の関係が21ページの下の（２）以下でございますが、人件費の抑制につい

ても国家公務員準拠の人件費削減措置がとられていることと、それから、ラスパイレス指数に

ついても100を下回っているということから、いずれもｂ評価というふうにしております。 

 それから、22ページの下が契約の適正化の関係でございます。こちらについても、一般競争

入札を原則とした取組がされているのと、調達等合理化計画についても適切にフォローアップ、

チェックがされているということでございますので、特に問題はなかろうかと思います。ｂ評

価としております。 

 それから、続きまして24ページ、「業務運営の効率化」の事項でございます。 

 こちらについては、まず、事務処理の簡素化のところでございますが、こちらはａ評価とし

ております。昨年度、事務処理、簡素化した事務書類についての検証ということで、これはき

ちんと昨年度の指摘を踏まえて対応されているということでございます。 

 それに加えまして、基金からも説明あったように、業務の手引きの抜本的な見直しをして、

業務受託機関の利便性が上がるような形で取りまとめを行ったということで、これは大変な労

力を使って去年やっているのを、私も見ておりましたので、この点は、そういう経過も踏まえ

て自己評価と同じくａ評価と考えているところでございます。特に電子化するとスマホでも見

られるようになるということで、非常に受託機関においても使い勝手がよくなるということで

ございますので、その点を特に考慮いたしました。 

 それから、25ページの中段、電子情報システムの利用の促進の関係でございます。ここは、

基金の評価はｂ評価となっておりますが、指標でありますアクセス件数については前年度を下

回る結果でございますので、ここは指標どおり、ちょっと目標を達成しなかったということで、

ｃ評価というふうに主務大臣の評価はさせていただこうと思います。 

 これに伴いまして、指摘事項といたしまして、この新しいシステムの利用状況とアクセス件

数が減少した要因について、検証してほしいということでございまして、その結果を踏まえて、

どういう改善方策があるか、検討いただきたいということで指摘をさせていただくことを考え

ております。 

 それから、（３）の記録システムの開発の関係でございます。これについては、今年度は、
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マイナンバー制度への対応のための開発を昨年度やっていたわけでございますけれども、これ

については適切に、マイナンバー対応のための各種準備等が進められておりましたということ

でございますので、問題がないかと思いますので、ｂ評価とさせていただいております。 

 続きまして26ページ、組織運営の合理化です。こちらは、常勤職員の定員と、それから実績

主義の活用ということで、いずれも問題なく実施されていると認められますので、全体として

ｂ評定、ｂ評価ということでつけさせていただきます。 

 それから、29ページでございます。「業務委託の効率的・効果的実施」ということで、こち

らも小項目では３つございますが、いずれもｂ評価ということで、計画どおり、実績報告書に

より、業務受託の実施状況を把握するとか、それから、加入のインセンティブを働くような配

分方法に見直すなどといった取組がきちんとされているものと思われますので、全体としてＢ

評価というふうに考えております。 

 駆け足で恐縮ですが、32ページでございます。業務運営能力の向上でございます。こちらの

方は、基金の方できちんと研修実施計画等をやりまして、初任研修等の実施を適切に実施して

いると認められるということでございます。それから、業務受託機関における研修についても

きちんと、４月の担当者会議を初めとしまして、適切に計画どおり開催をされてるということ

で、Ｂ評価というふうにしてよろしいかと考えております。 

 続きまして、37ページですね。「内部統制の充実・強化」の項目でございます。こちらの項

目につきましては、基本的には内部統制の基本方針に基づく強化・充実等に取り組まれている

ということで、Ｂ評価ということで考えております。 

 先ほど、基金の説明でもございましたように、「なぜなぜ分析」というのを導入して、ボト

ムアップでのリスク管理の認識の徹底を図るとか、そういう前向きな取組もなされているとい

うことでございましたので、その点に着目しましてＢ評価としているところです。 

 ただし、監事監査の方から、個人情報の保管の関係等で指摘を受けております。あるいは、

内部監査の実施方法についてもいくつか問題があるという点でございましたので、その点につ

きましては改善が必要でございますので、課題として指摘をさせていただきたいと思っており

ます。 

 具体的には、指摘事項に書いてございますように、平成29年度に内部統制の整備・運用につ

いての監事監査の意見を踏まえまして、個人情報の保管と点検方法の改善等に向けて、管理体

制ですとか諸規程の見直しをしてほしいということで、課題をここに記載したいと考えており

ます。 
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 それから、同じ内部統制の、38ページの中ほどの関係は、これは特に問題なく、理事長によ

る指針の役職員への周知徹底というのが図られていると認められましたので、ｂ評価でござい

ます。 

 それから、38ページ以下、39ページまでのコンプライアンスの関係ですとか、リスク管理の

徹底のところにつきましても、リスク管理委員会を上半期・下半期、年２回開催するとか、き

ちんと計画に沿った内部監査を実施されておりましたので、一応問題はなかろうということで、

ｂ評価というふうにさせていただいております。 

 それから、昨年も、実はこの内部統制のところは監事監査の指摘がございまして、同じよう

に、内部統制の充実・強化のための取組、改善をすべしということでしたが、その点につきま

しても、先ほど基金の方から説明ががございました「なぜなぜ分析」ですとかヒヤリ・ハット

の取組、そういう職員レベルの周知徹底の取組がまさに今行われているということでございま

したので、改善の兆しは見られるかなというふうに考えているところでございます。 

 それから、40ページの下が運営評議会の開催でございます。これは年２回、計画どおり、き

ちんと開催されているということで、ｂ評定でございます。 

 それから41ページ、受託機関に対する考査指導ということで、基金が委託業務の実施状況を

調査し、その指導を行っておりますが、これについて、基金の評定はａとなっています。年度

計画200機関に対して255機関に対して実施をしたということでございますが、そもそもが、こ

の目標は、中期目標だと240という設定になってございましたので、主務大臣評価に当たりま

しては、あくまで240を基本にしまして評価をしたいと思いますので、ａではなくてｂ評価と

いうふういしたいと考えております。 

 それから、42ページは情報セキュリティの関係でございまして、ここは先ほど基金の方から

も説明にありましたように、基本的に情報セキュリティポリシーの見直しに向けた取組が進め

られているということに加えまして、既存の標的型メールの訓練の抜き打ち実施ですとか、新

たなファイアウォールの設置ですとか、新しい情報セキュリティ対策が講じられておりますの

で、適切に行われているものと認識しておりますので、ｂ評価としております。 

 それから、44ページでございます。財務内容の改善でございますが、こちらは、旧制度に基

づく融資事業、売買事業の貸付金債権の管理でございまして、債権管理の分類等がきちんと行

われているということで、問題がなかろうということで、ｂ評価としております。 

 それから、毎年度の運営費交付金の計上についても、先ほど基金から説明があったとおりで

ございまして、ｂ評定というふうに主務大臣の評価も考えております。 
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 続きまして46ページが、予算、収支計画等でございます。 

 ここも項目は２つございますが、１つ目は経費の抑制のところの運営費、運営経費の抑制と

同じでございまして、こちらもｂ評価ということです。 

 それから、２つ目の項目が47ページでございますが、予算、収支計画等に基づいて、資金の

配分をちゃんとやったかということで、これは適正に配分がされていることから、ｂ評定とし

ております。 

 48ページは該当なしでございます。 

 49ページは「長期借入金の限度額」でございます。こちらの方は、極力有利な条件での長期

借り入れを行ったというふうに認められますので、Ｂ評価というふうしております。 

 50ページが職員の人事計画でございます。こちらも、職員の人材育成を図るための研修等を

実施しているということと、業務量に応じた適正な人員配置も行われていると認められますの

で、Ｂ評価というふうに考えています。 

 最後の項目が52ページです。「積立金の処分に関する事項」でございまして、これは前期中

期計画中の積立金ということで、繰り越したお金がございますが、これについては、旧農業者

年金制度の年金給付費に充てるか、旧年金給付のための借入金に係る経費に充てるか、同じく

旧年金給付のためのシステム開発にという、この以上の３つのいずれかに使途が決められてお

りますが、28年度につきましては、システムの関係の改善、保守・開発に係る経費として充当

したということで、適正に処理されたものというふうに考えております。 

 以上、私からの説明を終わらせていただきたいと思います。 

○高田数理官 では、ただいま説明しました平成28年度業務実績に関する評価案、これにつき

ましてご質問、ご意見ございましたら、お願いします。 

○百瀬委員 大項目と小項目の関係について確認なんですが、８ページ、積立金のところで、

小項目はａ、ｂ、ｂになっていて。 

○高橋補佐 ８ページですね。 

○百瀬委員 ８ページです。 

○高橋補佐 はい。ａ、ｂ、ｂですね。 

○百瀬委員 小項目がａ、ｂ、ｂで、大項目がＢになっています。 

○高橋補佐 そうですね、はい。 

○百瀬委員 これは、やはりａが２つ以上ないと。 

○高橋補佐 そうです、Ｂ。Ａにはならないですね。 
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○百瀬委員 ということ。 

○高橋補佐 はい。 

○百瀬委員 わかりました。今回、一番最初の小項目で幾らいい成果を上げたとしても、ほか

のところで…… 

○高橋補佐 複数で、３つある、２つ項目あっても、２つだと、２つａじゃないとＡにはなら

ない。ａ、ｂではＡにならない。 

○百瀬委員 過半数…… 

○高橋補佐 多数を占めないとだめ。 

○百瀬委員 占めないとというのは、これは絶対的な基準ということでしょうか。 

○高橋補佐 そうですね。昨年度、評価基準を変更したときに、そういう基準に変えておりま

す。 

○百瀬委員 わかりました。 

 それと、25ページのところですが、記録管理システムにアクセスする件数が前年度より減っ

ているのでｃ評価というのは、少し厳し過ぎるんじゃないかなというふうに思いましたが。 

○高橋補佐 私ども主務大臣の評価としては、あくまでこれ定量的な指標として掲げています

ので、もうこの部分は情状酌量の余地はあまりないのかなと思っているんですけれども。 

○百瀬委員 そういうことで、評価の視点のところで、新システムの利用促進に取り組んでい

るかというところもあるので、単純にアクセスが減っているからだけで評価しなくても良いの

ではないでしょうか。例えば操作にだんだん慣れてくれば、無駄なアクセスをすることも減り

ますので、単純にアクセス数だけで見ていると、例えば職員さんが慣れていない状況で件数が

多くなるかもしれません。アクセス件数は、農業委員会とか農協の人がシステムにアクセスす

る件数だと思うのですが、例えばそこの職員さんが慣れていなくてアクセス件数が増えたら、

ａ評価なのかどうかということになってしまいますよね。 

○高橋補佐 ご指摘のような要因が明確に認められるんであれば、指標としてはｃだけど、ｂ

にするというのはあると思います。その部分の立証が何かできればと思うんですけれども、今

のご指摘のような部分は、ちょっと推測になっちゃうんだと思うんですね。客観的なエビデン

スが何かその点、今ご指摘のあった点についてあれば検討の余地もありますが、ございますか

ね。 

○山田業務部長 業務部長ですけれども、先生のご指摘、非常にありがたいんですけれども、

主務省からおっしゃられるように、確かに、慣れたからどのぐらい減少したとかいうところを
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きちんとデータで示すことは正直言って難しいです。 

 ただ、ちょっと違う観点なんですけれども、農委と農協と、大きく２系統あるわけですが、

どちらが減っているかといいますと、農委が減っています。農協の方はほとんど減っていませ

ん。減った分のほとんどが農委でもって減っているんです。これはきちんとデータあるんです

けれども、それはなぜかというと、これはマイナンバーの関係ですとか、あるいは年金機構の

情報流出の関係ですとか、そういったことでもって自治体の方で、ネットへのアクセス、これ

を厳格化していると、こういう動きがございます。それによって例えば自治体の中でネット接

続できるパソコンをある部署のところに限定するとか、そういうことで使いづらくなっている

面はあるんだということは言えるんだと思います。これは、はっきり減った分が農委系統だけ

減っているもんですから、農協は横ばいなもんですから。 

 だから、そこは、それで情状酌量になるかどうかはともかく、一応そこの点はデータとして

出ていますので、その理由はやっぱりアクセスが非常に厳格化されて難しくなっていると、自

治体系、農委系がですね。そこは言えるんだろうと思っております。 

○高橋補佐 そうしますと、推測ではあるけれども、いくつかそういう要因があるということ

で、ｂということも選択肢としてはあるのではというご意見でしょうか。 

○百瀬委員 あとは、利用促進に取り組んでいるかという評価軸も…… 

○高橋補佐 そこは当然やっていただいているということが前提でだと考えています。ただ、

そういう要因も恐らくあるので伸びなかったんであろうということで、ｂということにしてい

いかどうかなんですけれども。 

 ほかの委員の方はどうですかね。ちょっと厳し過ぎるんではないかというご意見も頂戴して

いるところですが。 

○百瀬委員 記録管理システムの利用ニーズが主にあるのは被保険者さんですか、それとも受

給権者ですか。 

○山田業務部長 受託機関が。 

○百瀬委員 受託機関がアクセスするとしても、それはある程度利用者から要望や申請があっ

て検索をしたりするのではないでしょうか。 

○山田業務部長 それはそうですけれども、要は、アクセスしている仕事の中身ですかね。被

保険者分の仕事なのか、それとも受給権者分の仕事なのかという意味で言えば、それは受給権

者分の方が多かろうと思うんですね。 

○百瀬委員 わかりました。被保険者分が多ければ、被保険者が減っているので、アクセスが
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減るというのはある意味当然かなと思ったのですけれども。 

○山田業務部長 ただ、その絶対数が、やっぱり、そこは受給権者の方が多いだろうと思いま

す。 

○百瀬委員 実際にどれくらい年金額がもらえるかとかということですよね。 

○山田業務部長 ええ、そうですね。 

○高橋補佐 １点申し上げると、システムの利用率というのは上がっているんですよね、毎年、

農協も農業委員会も。だから、その点、利用率、別な定量的な指標で見れば、利用率自体は利

用機関数ですね。利用している農業委員会数自体は上がっているので、その別な指標では上が

っているので、その点は評価できる部分ではあるかもしれませんがし。 

○橋口委員 参考資料の213ページあたりにも、もうちょっと詳しいデータが出ているんです

けれども。月別の数字だとかを分析しても、なおそういうようなことが言えるのか、言えない

のか辺りをご判断いただいた上でということなのかと思うんですけれども。私は、ちょっとこ

れ見ても何も、何かそういうことが言えるのか、言えないのか、それはわからない。 

 専ら、この被保険者、受給権者情報関係というのが圧倒的に、120万台とかという数字にな

っているわけですよね。ここが96.2になっているんで、全体の数字も大体そのぐらいに匹敵し

ているんだと思うんですけれども。 

 あとは、月によって減っている年もあれば、あまり減っていない年もあるし、増えている年

もあるし。ああ、間違えました。増えている月もあるし、減っている月もあるし、あまり変わ

らない月もあるしという。何かこのあたりから、何か言えることがあるのか、ないのかあたり

をちょっと。 

○金井委員 ただ、評価の指標がアクセス件数で、評価の視点は、アクセス件数は毎年度、前

年度を上回っているかってはっきり書いてしまっているので、そうなると、この評価の基準の

見直しからやっていくべきかなというふうに考えます。 

○山田業務部長 私、発言してよろしいでしょうか。すみません。 

 先生、まさにご指摘のとおりでして、単純に前年度の件数を上回るという指標がいいのかど

うかという。 

○金井委員 そうそう、そうなんですよね。 

○山田業務部長 自分で設定していて大変申しわけないんですけれども。 

 そういう意味では、29年度は過去の平均を上回るというような形にさせていただいておりま

す、29年度まで。ただ、今回の分は28年度の評価ということですので、それを言っても始まら
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ないんですが。例えば27年度の件数が26年度よりかなり増えたということがあるもんですから、

そうすると、27年度を上回るってことでは、またハードルがすごく高くなるということがあり

まして。今のシステムは26年度以降の新システムなもんですから、29年度の目標に関して言い

ますと、新システムが導入されてからの平均値を上回るというような形にさせていただきます。 

 ただ、これはあくまで、まさに先生おっしゃるとおり、いや、前年度を上回ると書いていま

すよねとおっしゃられれば、まさにそのとおり。 

○金井委員 そうですね。 

○高橋補佐 私は、そういう意味で、当初の計画に即して淡々と評価をしようかなというふう

に、私というか、今の主務省の案としては、そういうふうに評価したいなと思っておりまして。 

 何か外部要因的なものでエビデンスがあれば、それは理由になるとは思うんですけれども。 

○山田業務部長 そうですね。先ほど申し上げた自治体のネットへのアクセスが非常に厳格化

しているというところは…… 

○高橋補佐 例えば災害とかの影響があるか、ないかとかですね。昨年でいうと熊本の地震で

すとか、北海道の集中豪雨だとか。 

○横山情報課管理課長 よろしいですか。すみません、情報管理課長の横山と申します。 

 先ほど、百瀬先生からもお話ありましたように、１年間通して月ごとで、もうちょっと細か

い事項別に実際分析をして、昨年と一昨年のデータを比較してみたんですけれども、そこにつ

いては、特に被災された地域がアクセス件数が減っているとか、あるいは地域的な偏りがある

かというと、そういうわけではなくて、ちょっとトレンドが見えなかったというのが実情であ

ります。 

 なので、全体的に、やはりちょっと先ほど山田部長が発言したような形で、外的な要因とし

ては、アクセスできる環境がちょっと狭められているというのが全体的な影響として出ている

のかなという感じはするんです。確たる確証をもって調べられているんじゃないんですがとい

うことで申し上げます。 

○百瀬委員 もう一度確認なのですが、加入者の記録とか、そういったものを受託機関の方が

調べるって、その調べるきっかけというのは、どういうタイミングでしょうか。 

○山田業務部長 それは、お客さんからいろんな照会、照会とかお申し出とか…… 

○百瀬委員 顧客からあったときですよね。 

○山田業務部長 そういうことでもってハンドすることは多いと思うんですよね。 

○百瀬委員 わかりました。 
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 あとは届け出の書類を、データ化、システムにアクセスして、それを例えば印刷して…… 

○山田業務部長 ええ、処理をしていくということですね。 

○百瀬委員 わかりました。 

○高橋補佐 百瀬先生、どうですか。 

○百瀬委員 いや、大丈夫です。 

○高橋補佐 ｃの評価については。 

○百瀬委員 ｃで、はい。わかりました。 

○高田数理官 そのほかに何かございますか。 

○百瀬委員 あと、すみません、もう１点いいですか。 

 41ページのところで、ａ評価というところをｂ評価にしています。ただし、これもやはり１

機関当たりの指導の時間を延長しているというわけですよね。 

○高橋補佐 そうです、はい。 

○百瀬委員 それも踏まえた上でも、やはりｂという。これもやはり機関数で。 

○高橋補佐 結果的に240以上こなせてしまっているわけですね。私どもで考えたのは、そも

そも計画で引き下げる必要もなかったのを引き下げたんじゃないかと。やろうと思えばできた

ことを、安易に計画で引き下げておきながら、それを指標にａ評価というのは、さすがにちょ

っと、納得感が出ないんじゃないかなと。 

 要するに、効率的なやり方をすれば機関数をこなすということはできる余地があったという

ことだと思うんですね、時間数を延ばしても。ですから、そういう工夫も織り込んで計画を立

てていただければよかっただけではないかと。やや冷たいかもしれませんけれども、そのよう

に捉えました。多分工夫されたと思うし、たくさんの機関をやったんで、いろんな機関を集め

る、１カ所に集めるとか、そういうご苦労なりご尽力はされていると思うんですけれども、そ

ういうやり方の工夫というのは最初から考えられるものではないかという気もしますので。 

 下げたこと自体はいいと思うんです。下げたのは、たくさんの時間をやったからできなく、

240じゃなくて200にしたんだっていうんで、それを指標にするのはマイナス評価にはしないけ

れども、プラス評価のときは、やはり所期の目標どおりのことをあくまで求めたいなというふ

うに思いましたので。ちょっと厳しいですかね。 

○百瀬委員 いえいえ、いいと思います。一応確認しました。。 

○高田数理官 ほかにご質問、ご意見ございませんか。 

 それでは、また28年度業務実績に関する評価について質問、もしございましたら、また後で
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お受けするとして見込評価の説明を行いたいと思います。 

○高橋補佐 そうですね。それで、項目別しか説明していなかったんで、最終的な評価のとこ

ろに返ってきます。２ページ目です。 

 すみません、今の項目別の評定の結果が、３ページ目が総括表になってございまして、ここ

には28年度の実績評価のところまで数字が入ってございまして、全ての項目が結果としてＢ評

定でございます。 

 したがいまして、その結果として、対象項目、14項目が全てＢでございますし、また、総合

評定を引き下げる事象もないことから、Ｂ評定と評価しましたということでございます。Ｂ評

定としては、中期計画における所期の目標を達成していると認められると考えてございます。 

 それから、法人全体に対する評価の欄でございますが、項目別評定においては個別の課題等

はございますが、業務、組織全体としては、所期の目標の達成に向けて、おおむね適切に業務

が実施されていると、このように評価をさせていただきたいと考えております。全体評定を行

う上で特に考慮すべき事項は特にございません。 

 それから、３番の項目別評定における主要な課題等でございますが、ここは先ほど項目別で

申し上げた指摘事項について、ここにまとめて記載をさせていただいております。 

 それから、その他の事項、４番のところですが、監事からの意見聴取をいたしましたが、特

段、特記する意見はないというふうに承っております。 

 それから、その他特記事項のところで、本日の会議で特に記載すべきご意見等がございまし

たら、ここに追記をさせていただきたいと思います。これはまた後ほど、ございましたら、ご

意見いただきます。 

 一応、以上が年度評価のまとめでございますので、続きまして、見込評価でございます。 

 同じように、最初のページは飛ばしまして、項目別の評定の４ページ以降から先に説明をい

たします。 

 農業者年金事業については小項目が４つでございまして、先ほどの年度評価と取組内容は重

複しておりまして、各年度とも、いずれも特に大きなミスもなく、計画どおり適正に実施され

ております。29年度も29年度計画に基づいて同様の取組がされるという見通しでございますの

で、全ての小項目についてｂ評定と考えております。 

 それから、飛ばしまして８ページでございます。年金資産の運用の関係でございます。ここ

は評価項目が小項目３つございまして、ａが２つ、ｂが１つでございますので、中項目として

はＡ評価としております。 
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 では、そのａ評価の内容についてご説明します。 

 まず、８ページ目のところでございます。これは、年度評価のところでもご説明したとおり

でございまして、マイナス金利という過去の例のない事態に対して適切に対応したという部分、

それから、年金資産の運用という非常に加入者・受給者に重大な影響を与える部分でございま

すので、そこに適切な対応をされたということで、ａ評価としたいと思います。 

 それから、飛びまして、ａ評価としたのが12ページの下のところのガバナンスの強化のとこ

ろでございます。この部分につきましては、平成27年度に資金運用委員会の構成メンバーを刷

新しまして、全て外部の金融の専門家の方に入れかえをしまして、外部の方のみの運用委員会

ということで、透明性の向上と、それからガバナンスの強化、チェック機能の強化が図られた

ということで、非常に大きい、重要な取組をしたんじゃないかというふうに評価をしておりま

すので、この部分はａとして評価をしたいと思っておりまして、中項目全体でもＡと。ａが２

つにｂが１つですので、Ａ評価と判断をしております。 

 それから、制度の普及推進の関係でございまして、指標の14ページを飛ばしまして、15ペー

ジ以降でございます。 

 加入推進目標につきましては、先ほど、年度評価でご説明したとおりでございまして、

18.8％の到達すべき目標に対して19.2％の水準に達しているということで、ｂ評価でございま

して、以下の加入推進の取組についても、16ページ、それから17ページ、いずれもｂ評価とい

うことで、計画どおりやられておりまして、29年度も同じように取組がされるということでご

ざいます。 

 それから、18ページの加入推進の格差縮小の件です。重点都道府県の特別活動の実施の件で

ございます。これは、年金基金ではａ評価としておりまして、これは、特別活動の結果、重点

都府県の成績が上がっているということでございます。重点都道府県の成績が上がっているの

は、これは当たり前のことだと私どもは考えておりまして、やっぱりａ評価にするにはそれを

上回るような評価が欲しい、成果が欲しいというふうに考えております。 

 そういう観点で見ますと、これは、19ページの中ほどの表「20歳から39歳の新規加入者の対

前年比」を見ますと、必ずしも全国あるいは重点都府県以外のところは前年を上回るあるいは

前年並みの数字というレベルには達していないところですね。26年度などは、重点都府県以外

は79％に新規加入者のレベルが落ち込んでいまして、全国でも８割だと。あるいは、28年度も

重点都府県以外は100を下回ってしまっていますので。こういうふうに、新規加入全体も順調

に伸びているというような要素があればまだしも、その点でちょっとマイナス要素がございま
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すので、あくまでｂ評価というふうに判断をするのが適当と考えております。 

 それから、20ページのところがホームページへ掲載で、これは計画どおり適正に実施されて

いるということでｂでございます。 

 それから、21、22ですね。経費の抑制の関係でございますが、これも毎年度の削減率も達成

しておりますし、人件費の抑制等についても国に準拠した取組をしていると。等々のことから、

全体としてＢ評価というふうに考えております。 

 それから、飛びまして26ページ、「業務運営の効率化」のところでございます。 

 ここについても、事務の簡素化等につきましては、平成25年度に新しい年金記録管理システ

ムを導入したわけですが、それに伴いまして様式の統合・簡素化等をして、その後も逐次見直

し等を行っておりますので、ｂ評価というふうにして差し支えなかろうかと思います。 

 それから、27ページの電子情報システムの利用促進です。先ほどの年度評価のところで、ｃ

ということで、ちょっと議論があったわけでございますが、ここは、全体の期間を通じた評価

としてはｂ評価ということでよろしかろうと思います。新システムの導入以前とその後に比べ

れば、アクセス件数は明らかに増加をしておりますので、期間全体して見た場合はｂ評価とい

うふうに認められると思います。 

 ただ、この見込評価の指摘事項をどういう観点から書くかということで、ちょっと考えたん

ですけれども、次の中期目標の期間をちょっと見据えた指摘事項というのをここに書いてはど

うかと考えております。このシステムの利用促進のところについては、アクセス件数的なもの

ではなくて、受託機関によるシステムの利用率といったものを一つの指標として取り組んでは

どうかということを考えましたので、システムの利用率の向上をさらに次の期間に取り組んで

ほしいという旨を書いてございます。 

 それから、28ページの年金記録システムの開発につきましては、計画どおり、26年度当初か

ら、実際は26年２月から、新しいシステムの開発が運用をされておりますので、中期目標どお

りの取組がなされたということで、ｂ評価としております。 

 それから、29、30ページは組織の合理化です。これは年度評価の場合と同じで、それが毎年

度きちんとやられているってことで、常勤職員も74人に、１人削減の74人になっております。

能力主義の導入も、人事評価等の反映等をされているということでございます。 

 続きまして31ページ、委託業務の効率・効果的実施でございます。これは３項目ございます

が、委託事業の状況把握と、それから、加入活動のインセンティブになるような配分に見直し

を行うということは期間中に行われておりましたので、いずれの項目もｂというふうにして差
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し支えなかろうかと思います。 

 34ページ、運営能力の向上等で、研修等への取組でございまして、これも毎年度きちんと研

修計画に基づいて、初任者研修等を適切に実施されていると認められます。それから、都道府

県段階の受託機関においても、毎年度の担当者会議を初めとする会議等で研修等が適切に実施

されていくので、Ｂ評価ということでございます。 

 続きまして、38ページが「内部統制の充実・強化」でございます。内部統制の取組につきま

しては、内部統制基本方針の策定というのは平成25年４月に行いまして、その後、26年４月に

はリスク、リスク管理委員会というのを正式に位置づけて、リスク管理委員会の見直し、見直

しを内容として基金の通則法の改正を踏まえた内部統制体制の整備を図られたということでご

ざいます。それから、29年３月には内部統制の体制、体制及び推進に関する規程を制定して、

さらに内部統制の充実・強化の取組を進められたということで、全体としては、やるべきこと

は一応一通りはやられているということで、Ｂ評価にしたいと思っております。 

 それから、42ページから43ページが、情報セキュリティの関係でございます。 

 情報セキュリティについては、基金の自己評価をａ評価というふうに承っておりまして、こ

れについては、そこの根拠のところに書いてございますように、27年６月の日本年金機構の個

人情報漏えい問題、これを受けまして、基金みずから率先して個人情報の漏えい防止のための

必要な対策をいろいろ講じたということでございましたので、細かいことは左に書いておりま

して、標的型メール訓練を新たに27年度から導入したとか、個人情報を扱うシステム端末とイ

ンターネットの遮断措置を速やかに講じるとか、こういう積極的な取組があったことを踏まえ

まして、ａ評価にしたいと考えております。 

 それから、45ページ、46ページが財務内容の改善です。 

 こちらは、先ほどの旧貸付金債権の分類、それから、担保物件の評価の見直し等も毎年度適

切に実施されていたということで、今年度も実施されるということでございますのでｂ評価。 

 それから、運営費交付金の算定ルールについても、きちんと削減ルールに基づいた算定がさ

れているということで、ｂ評価ということでございます。 

 続きまして、47、48ページです。予算、収支計画等でございます。 

 こちらも、経費の抑制のところで、経費の削減のところで申し上げたとおりでございまして、

ｂ評価でございます。 

 資金の配分も適切に毎年度行われているということで、ｂ評価でございます。 

 それから、49ページは該当なしの項目でございます。 
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 50ページが長期借入金でございまして、毎年度、長期借入金をしているわけですが、いずれ

の年度も競争入札の実施により、市中金利等を考慮しましても、有利な条件での借り入れが実

現できたのではないかと評価しておりまして、全体としてはＢ評価と考えております。 

 それから、51、52ページが職員の人事計画でございます。研修計画等に基づいた職員の人材

育成が図られていること、それから、常勤職員の人数については目標を達成していることから、

Ｂ評価としております。 

 最後の事項でございます。積立金の処分でございますが、ワープロミスがございまして、基

金の自己評価欄の＜評定と根拠＞のところの評定、二重になっていまして、下の部分はワープ

ロミスで、上と下は同じことが書いてあるので、下は消します。評価としては、特段間違った

使途に使われたことはないということで、いずれも旧年金給付のための費用等に充てられてお

りますので、Ｂ評価としております。 

 以上、評定別でございまして、表の紙に返っていただいて、まず、今の評定別の結果をまと

めたものが３ページでございます。この欄の中期目標期間評価の見込評価の欄が今の結果を反

映したものでございまして、全体として、該当なしが「短期借入金の限度額」のⅤ番ですね。

Ａ評価が「年金資産の安定かつ効率的な運用」。この部分はＡ評価になりますが、その他は全

てＢ評価という結果になっております。 

 したがいまして、２ページ目でございますが、全体評定としてはＢということで、おおむね

中期目標における所期の目標を達成していると認められると、こういうことで判断をしており

ます。 

 法人全体の評価、法人全体に対する評価欄ですが、これは年度計画と同じような記述になっ

ております。項目別には課題がございますが、全体としてはおおむね適切に業務運営が行われ

ておりまして、29年度も年度計画に基づいて、きちんと中期目標等に沿った取組が進められる

というふうに見込まれております。 

 なお書きに記載しておりますのは、今の中期目標期間中には会計検査院から、旧経営移譲年

金の不適正支給が判明したという事態がございましたが、これについては、法人においてきち

んと支給停止の処置をする、あるいは再発防止策を講じるといった是正及び改善処置が講じら

れておりましたので、全体の評価を下げるような事態には至らなかったものと判断をしており

ます。 

 全体評定を行う上で特に考慮すべき事項につきましては、今ご説明した会計検査院からの不

適正支給の件を記述しております。この点につきましては、今ご説明したとおり、全体評価を
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引き下げるという要因までには至っていないということでございます。 

 以上でございます。 

○高田数理官 それでは、質問、ご意見ございましたら、お願いします。 

○橋口委員 失礼いたします。ちょっと形式的なことかもしれませんが、43ページ。この基金

側の評価と主務大臣の側の評価がｂ、ｂの場合に、「左記のとおり、認められる。」という表

現が多用されて、一部コメントがある場合もあるんですけれども、基金の評価がａで主務大臣

の評価がａの場合には、ほかのところは、平成28年度の評価書も含めて、何らかしらのコメン

トが書いてあるというのが法則のような気がするんですけれども、ここだけコメントが無いの

は……。 

○高橋補佐 手薄な感じですね。 

○橋口委員 「左記のとおり、認められる。」というのが多分例外的、１カ所だけだと思うん

で。 

○高橋補佐 そうですね。 

○橋口委員 それでよろしいんでしょうかというのも変なんですけれども、何となくちょっと、

ちょっと違和感があったものでして。 

○高橋補佐 私どもの意識としては、ａとつけるからには根拠を明確にしたいというのがあっ

たので、繰り返しにはなりつつも書くという原則だったので、ここは単純に見落としでござい

ますので、他と同じようにちゃんと根拠を書くようにいたしたいと思います。内容的には、そ

こにあるような、日本年金機構の情報漏えい問題を踏まえた対応ということで書かせていただ

きたいと思います。 

 ご指摘ありがとうございます。 

○高田数理官 ほかにございますか。 

○百瀬委員 15ページの、赤字で指摘事項で、「次期中期計画においても、引き続き、若い農

業者の加入の更なる拡大を目指して取組を進める必要がある。」とあるのですが、その一番上

に「政策年金としての」というふうに書いてありまして、これを強調するのであれば、やはり

政策支援加入の人も…… 

○高橋補佐 対象となる。 

○百瀬委員 対象となる人も増やしてほしいとか、あるいは、今日、理事長さんもおっしゃっ

ていましたけれども、女性の加入拡大も目指してほしいとか。ただ若い農業者だけではなくて、

政策支援加入と女性の加入というのを入れて…… 
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○高橋補佐 女性のという観点を入れた方がいいのではないかと。 

○百瀬委員 いいのではないかと。これは、次期計画においてもというふうに入れるのであれ

ば、いかがでしょうかという。 

○高橋補佐 前向きに、ちょっと考えさせていただきます。 

 ちょっと政策支援の部分は私が個人的にひっかかっている部分があって、政策支援を受ける

か受けないかというのは任意で、例えば、２万円は払えるけれども、払わずに政策支援受ける

というのはいいのかどうかというのがあると思うんですね。やっぱり政策支援は所得的にちょ

っと安定していなくて、２万円払うのがきついねっていう人が対象なので、そういう人の割合

が多いと、制度としての評価としていいのかどうかというと、ちょっと微妙な気がするんです

よね。 

○百瀬委員 でも、そこが農業者年金の特徴で、つまり、国民年金基金とか、あるいは今、

我々教員が入れるようになったイデコとかの違いだと思うんです。 

○高橋補佐 そうですね。上乗せ年金で唯一、国庫補助が入っているというのは農業者年金基

金だけですから。 

○百瀬委員 そこがもし、例えばもう全然、政策支援加入者…… 

○高橋補佐 全然ないと…… 

○百瀬委員 いなくなってしまったら…… 

○高橋補佐 難しいですけれども…… 

○百瀬委員 何のための。じゃ、別にイデコでいいじゃないかとか。 

○高橋補佐 全然ないのもだめだけど、じゃ、みんながみんな政策支援を受けている状況が、

果たして農業者の状況としていいのかどうか。所得、農業所得を上げるとか、そういう施策を

しているから、一定程度いることは重要だと思うんですが、高ければ高い方がいいのかという

と、ちょっとそういう数字ではないのかなという気がします。 

 先ほど、政策支援の対象者がちょっとあまり伸びていないねというお話があったと思うんで

すけれども、さっき須藤理事から教えてもらったんですけれども、やっぱり２万円、自分で払

える人は、要するに、後で特例付加年金だと20年を満たさなきゃいけないとか、経営継承しな

きゃいけないとかという、ちょっと面倒くさい要件がかかわってくるんですね。そうすると、

やっぱり２万円払えるんなら自分で払っちゃおうとかですね。あと、政策支援だと２万円以上

払えないので、年金をより充実させるという観点からだと、政策支援を受けずに２万円以上を

払った方が充実、老後生活の充実にはつながるんで、そこがちょっと一概に、政策支援を受け
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る者が多いことが、必ずしも政策的に望まし状況とは考えられない面があるかと。 

○百瀬委員 確かに、保険料額６万のところに結構塊があって、税制優遇をフルで受けたい人

が…… 

○高橋補佐 相当もうかっている農業者の方は…… 

○百瀬委員 利用するのだろうなとは思うのですけれども、ただ、それこそさっき、面倒くさ

いという話をおっしゃったのですが、そこがでも農業者年金の意義ですよね、担い手を育成す

るというところが。それがなければ、それこそ…… 

○高橋補佐 まあ、おっしゃることはわかります。 

○百瀬委員 イデコでもいいですし、国民年金基金でもいいわけですよね。 

そうしたら、農業者年金、何のために税金を投入しているんだということに。つまり、ある意

味これ、私、３年間委員をやってきて、これほどお得な仕組みはないと思うのですよ。 

○高橋補佐 おっしゃるとおりです。 

○百瀬委員 これほど。だから逆に言うと、今はあまり知名度ないのですけれども、例えばこ

んなお得な仕組みがあると。税金が投入されていると。それに対してほかの国民は、これ有利

過ぎないかと、おかしいじゃないかと、そういう批判が来る可能性だってあり得るわけですよ

ね。でも、担い手を育成するとか、政策年金としての役割があるんだというふうなことであれ

ば一応合意はできます。けれども、別に農家の方が税制優遇で、６万フルで出せるだけの年金

になってしまったら…… 

○高橋補佐 それだけだとイデコでよくなっちゃいますね。 

○百瀬委員 いいんじゃないかってことになり得ますよね。 

○高橋補佐 ええ、おっしゃるとおり。 

○百瀬委員 なので、やはり政策支援年金、支援加入をないがしろにするというのは…… 

○高橋補佐 ないがしろにはしていないです。 

○百瀬委員 ないがしろというか、ちょっとそこが、利用者が増えないという状況は、何かど

うにも……。 

○高橋補佐 そこはあと、その年々の農業者の所得の変動とかにもよるのかもしれません。や

っぱり自分で払えるときは払うし、苦しいときは政策支援を受けるってことなので、やっぱり

年によって、そういうばらつきというのはちょっと出てきちゃうのかなというのは…… 

○百瀬委員 わかりました。 

○高橋補佐 ちょっとあるので、そのコントロールが難しいというかですね。 
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○百瀬委員 女性の方はどうでしょうか。女性は…… 

○高橋補佐 女性の方は前向きに考えてみたいと思います。重要なご指摘だと思っております。 

 政策支援も表現ぶりの工夫によっては入れられると思います。ダイレクトに政策支援の対象

者を拡大するみたいな書き方だとちょっと違和感あります。高ければ高いほどいいという数字

とはちょっと違うところがあるので。 

○百瀬委員 わかりました、はい。 

○高橋補佐 多分前回は、政策支援の対象となり得る、そういう若い人を加入させるみたいな

言い方だったと思うんですね。だから、いざとなったらそういう政策支援というので保険料の

負担軽減が図られるような人を取り込むという、そういう書き方かなとちょっと思っておりま

して。ちょっと検討させていただきます。ご指摘ありがとうございます。 

○高田数理官 ほかにございますか。 

○高橋補佐 ちなみに、年金基金さんの方はどうですかね。今の政策支援なり女性加入の加入

目標のところに、女性加入みたいな観点というのは今後。 

○廣田企画調整室長 過去の経緯がございまして、女性の場合は旧制度、入れなかったんです

ね。農地を所有している農業者の方が対象となっていまして、その経緯を引きずっております。

これもあって、みどり年金さんに女性の方が結構入っておられるというようなのもあって、一

足飛びに私どもが女性、女性と言い過ぎると、今度はみどり年金さんとの連携を図れという、

一方で、別のところからのご指示もあって、何かけんかになるようなことも言いにくいかなと

いう気はするんですね。 

○高橋補佐 その辺は商売がたきみたいな。 

○－－ 何かでも、パンフレットで比較されているとかというのも聞きましたけれども、でも、

連携をしないといけなくて。 

○廣田企画調整室長 はい。ですから、その制度内容が違うので、そこは明らかにして、選択

して入ってもらいなさいということだと思うんですけれども、既にみどり年金に入っている女

性の方も多々おられるということですね。 

○高橋補佐 そこはちょっとセンシティブなところが、もしかしたらあるかもしれません。 

○廣田企画調整室長 女性の加入に力を入れないと言っているわけではなくて、目標として何

か数値的なものが出てしまうと、それはそれでなかなか難しいのかなと思います。理事長が申

し上げておりましたように、今でも女性の加入に力を入れており、現場でもそのようにされて

いますし、私どもの役員もそういうふうに申し上げており、そこは異論はないということでご
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ざいます。 

○橋口委員 今おっしゃったことは、参考資料の333ページの下に書いてあることとは整合性

あると理解してよろしいでしょうか。 

○－－ 333の？ 

○橋口委員 330ですね、すみません。当基金としては、みどり年金として連携しながらやっ

ている、基本的には、今加入するならこっちがお薦めよというふうに言うと書いてある。 

○廣田企画調整室長 相手のある話です。参考資料の運営評議会の議事概要では、うちの関係

者だけなので、少し思い切って発言していると思います。 

○橋口委員 なるほど。 

○高橋補佐 少なくとも女性の方への制度普及推進というのは、これまでもやってきたし、こ

れからもまたさらに、認知してもらうということはやっていくわけです。 

○廣田企画調整室長 委員からもご指摘ございましたが、厚生年金の場合はご遺族の方に年金

が支払われますけれども、国民年金だけですとそれはございませんので、やはり女性の方にも

入っていただく。それで初めて老後の生活の安定ということが図られるという認識におります。

例えば旦那さんの保険料を引き上げる、２倍にするという場合は、「あんた、そうじゃなくて、

上げる分は奥さんの分として加入しなさい」というような薦め方もしている。そんな状況でご

ざいます。 

○高田数理官 それでは、評価案に対するご質問、ご意見については、これでよろしいでしょ

うか。 

○高橋補佐 では、今いただいたご意見の、女性の加入の観点の方と、ａなのに理由が書いて

いないところのご指摘について、特記事項への明記はいかがいたしましょうか。 

○－－ お任せします。 

○高橋補佐 わかりました。では、もし書くときは、一応確認をさせていただきます。ご意見

はちゃんと反映をさせていただきたいと思います。後日、それをご確認いただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○高田数理官 それでは、議事の３番目、その他がございますが、その他については特にござ

いませんか。 

 厚生労働省さんは何かございませんか。 

○内海係長 大丈夫です。 

○高田数理官 特にないですか。 
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○内海係長 はい。 

○高田数理官 それでは、本日の議事につきましては、これで終了とさせていただきます。 

 本日の議事録につきましては、でき上がり次第、委員の皆様方に確認していただいた上で、

農水省のホームページに公開することとさせていただきたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして、農林水産省独立行政法人評価有識者会議農業者年金基金部会

を閉会させていただきます。 

 委員の皆様方におかれましては、長時間、貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございま

した。                                午後４時４４分 

閉会 


