
 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人評価有識者会議 

農林漁業信用基金部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省経営局金融調整課 

 

 



 

1 

独立行政法人評価有識者会議 

農林漁業信用基金部会 

 

日時：平成３０年７月３０日（月） 

会場：農林水産省第２特別会議室  

時間：１２：５９～１６：１６   

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

（１）独立行政法人農林漁業信用基金の平成２９年度に係る業務の実績に関する評価結果

（案）について 

  ・評価結果（案）について報告 

  ・質疑応答 

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

業務の実績に関する評価結果（案）について 

  ・評価結果（案）について報告 

  ・質疑応答 

３．閉  会 
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午後０時５９分 開会 

○諏訪課長補佐 本日、お集まりの皆様にはお忙しい中、独立行政法人評価有識者会議農林漁

業信用基金部会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。 

 私、窓口をしております経営局金融調整課の諏訪と申します。資料の説明と司会進行を務め

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは早速ですが、資料の確認をさせていただきます。 

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

次第がございまして、その次に１枚おめくりいただきますと配付資料一覧がございます。その

次に委員の名簿がございます。最後に本日の出席者の名簿がございます。これが１つ目の資料

でございます。 

 次に資料の中身でございますが、まず資料１、それから資料２がございまして、こちらが29

年度に係る業務の実績に関する評価書（案）の関係の資料でございます。この２つが１つのセ

ットになります。 

 続きまして、資料３と資料４がございます。29年度は第３期中期目標期間の最終年度でござ

いましたので、昨年度は中期目標期間の終了時に見込まれる実績に関する評価をしていただき

ました。本年度は、中期目標期間終了後の業務実績に関する評価ということでございます。こ

れも資料３と資料４で１つのセットということになります。 

 最後にダブルクリップがある参考１というのがありまして、このダブルクリップを外してい

ただきますと、１つ目が独立行政法人の評価に関する指針というのが参考１でございます。そ

れから、農林水産省所管独立行政法人の評価実施要領が参考２でございます。参考３で、平成

29年度業務実績評価に係る総合評定（案）、それから第３期中期目標期間実績評価に係る総合

評定（案）という一覧がございます。 

 その次に参考４といたしまして、独立行政法人農林漁業信用基金の業務の実績に関する評価

の基準というのがございまして、参考５で財務諸表、最後に参考６で、本日評価をしていただ

きます独立行政法人農林漁業信用基金のパンフレットをつけております。 

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

渡ししたいと思います。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

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

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

大変ありがとうございます。 

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

年３月末までの２年間で引き続き委員を務めていただいております。昨年に引き続きまして、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、独立行政法人の業務実績評価につきましては、独立行政法人通則法に基づきま

して主務大臣が評価を行うこととなっております。この主務大臣が業務実績の評価を行う際に

は、評価の実効性を確保するという趣旨で、外部有識者の知見を活用することとなっておりま

す。本日は、農林水産省の評価実施要領に基づきまして有識者会議を開催するということでお

集まりいただきました。 

 先ほど資料の説明でもお話しいたしましたが、本日の業務実績評価につきましては、昨年度

は平成28年度の業務実績評価、それから第３期中期目標期間、つまり平成25年度から29年度で

すけれども、その最終年度ということで、中期目標期間の終了時に見込まれる見込評価という

のをご審議いただきました。本年度は、平成29年度の業務実績評価、それから中期目標期間終

了後の業務実績に関する評価を行うこととなっております。このため、昨年に引き続きまして

２つの評価書を用意しております。評価項目につきましては重複する部分もございますが、２

種類の評価書についてご意見をいただきますとともに、昨年に引き続きまして時間が長くなる

かもしれませんけれども、説明に当たっては簡潔に進めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、遅くなりましたが、初めに有識者の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 まず、千年委員でございます。 

○千年委員 千年でございます。よろしくお願いします。 

○諏訪課長補佐 続きまして、服部委員でございます。 

○服部委員 服部です。よろしくお願いします。 

○諏訪課長補佐 続きまして、関委員でございます。 

○関委員 関と申します。よろしくお願いします。 

○諏訪課長補佐 続きまして、高田委員でございます。 

○高田委員 高田でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○諏訪課長補佐 以上４名の方にご意見をいただくことになります。 

 本日は、有識者のほかに我々農林水産省の各担当部局の担当者、それから財務省政策金融課
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の課長補佐に出席いただいております。そのほかには、農林漁業信用基金の出倉総括理事を始

め、そのほかの各担当者が出席しておりますので、ご意見に対しましては、我々ないし信用基

金からご回答を差し上げたいと、このように思っております。 

 続きまして、議事進行についてご説明したいと思います。 

 業務実績について評価書が２種類ありますので、まず、29年度の業務実績の評価をご説明さ

せていただきましてご意見をいただき、その後に第３期中期目標期間の終了後の業務実績評価

という順番でやっていきたいと思います。できれば、この途中で休憩を入れてやっていきたい

と考えております。 

 具体的には29年度の業務実績評価書についてでございますが、資料１、資料２につきまして

評価項目に沿って業務実績、主務大臣の評定、その理由等をご説明した上で、総合的な評価に

ついて説明を行いまして質疑応答というスタイルで行っていきたいと思っております。その後

に中期目標期間終了後の業務実績評価について行いたいと思います。 

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

価に関する指針がございます。これに基づきまして評価を行うこととなります。 

 農林漁業信用基金は中期目標管理法人ということになっておりますので、こちらの指針の４

ページ目以降がこの法人の評価の方法ということで、８ページ目の上の７の（１）のところを

ご覧いただきますと年度評価というのがございます。評価につきましては、原則としてＳ、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で評価をすることとなっておりまして、基本はＢを標準とすることとなっ

ております。それぞれの評定区分につきましては、Ｓについては、所期の目標を量的・質的に

上回る顕著な成果が得られていると認められる場合、Ａにつきましては、所期の目標を上回る

成果が得られていると認められる場合、Ｂにつきましては、所期の目標を達成していると認め

られる場合で、定量的に見た場合は100％以上120％未満となっております。それからＣについ

ては、所期の目標を下回っている、改善を要するということで、Ｄにつきましては、所期の目

標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求めるということになっております。

このため、基本的にはＢという評価がついているという形になるかと思います。 

 11ページ目に、中期目標期間の評価について書いてございますが、これも同様にＳ、Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄの評価方法につきまして同様の考え方でやっていくということでございます。 

 それぞれの評価項目について、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという評価をしまして、その評価項目を

点数化するような形で総合的に判断しまして、この法人の総合評価をするという形になってお

ります。 
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 資料２と資料４、こちらが評価書（案）でございまして、こちらにおきまして法人の業務実

績、自己評価と、その下に主務大臣による評価というのがございます。詳細の確認は、こちら

のほうをご覧いただければと思います。 

 それでは、まず29年度の資料１の概要を使いまして説明に入らせていただきたいと思います。 

 Ａ３の横長の資料１でございます。 

 まず第１、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置といたしまして、１

で事業の効率化というものがございます。 

 （１）事業費の削減度合でございます。平成24年度対比５％以上ということで、29年度事業

費総額43億8,300万円、これは24年度予算対比で72.3％の削減ということで、定量の評価方法

となっております。評価に至った理由というのが右側２つ目の枠に書いてございまして、29年

度目標削減率を大幅に上回る削減率となったことは高く評価できるものの、事業費の大宗を占

める保険金、それから代位弁済費の支出が結果として大幅に減少したということによる影響も

あることを踏まえまして、評定をＢとしております。 

 （２）事業費の削減に向けての取組でございます。これは（２）（３）（４）がそれぞれ農

業信用保険業務、林業信用保証業務、漁業信用保険業務でございまして、（２）の農業は大口

保険引受案件、大口保険金の請求案件に係る事前協議による厳格な引受審査、モラルハザード

対策を着実に実施しており、Ｂ。 

 （３）林業につきましては、厳格な引受審査、債務保証先のフォローアップ、モラルハザー

ド対策を実施しており、Ｂ。 

 （４）漁業につきましては、大口保険引受案件、大口保険金の請求案件について基金協会か

らの提出資料又は対面によりまして全て事前協議を実施しており、また事故率が高い緊急融資

資金等について、漁業保証保険契約の対象から原則として除外し、厳格な引受審査を実施して

いることからＢでございます。 

 （５）共済団体等に対し民間金融機関からの融資を受けるよう促すための取組でございます。

こちらにつきましては、評価に至った理由でございますが、農業共済団体等からの借入申込み

は、大災害時の緊急的な対応か、緊急的な対応でない場合は、民間金融機関からの融資を検討

したかを確認するということ。それからイントラネット等を活用して民間金融機関からの調達

について周知するということをやっておりまして、Ｂでございます。 

 ２ページ目でございます。 

 （６）林業寄託業務の見直しの着実な実施でございます。29年度の寄託原資については、新
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たな長期借入金や政府出資金によらず寄託返還金により賄っており、また寄託返還金の一部を

長期借入金の償還財源に充当して長期借入金を圧縮し、利払いも抑制されており、評定をＢと

しております。 

 （７）「民でできることは民で」の検討でございます。これは農業・漁業信用保険業務につ

いてでございます。農業・漁業ともにあり方検討会を開催し、業務のあり方を検討し取り組ん

でおり、評定をＢにしております。 

 ２の信用リスクに応じた保証・保険料率に係る信用リスク評価の精緻な計測に向けた与信上

のデータの蓄積及び本格的な実施に向けての検討でございます。これは農業信用保険業務でご

ざいます。信用リスクに応じた保険料率の適用・運用を着実に行ったこと、精緻な計測に向け

て与信上のデータの蓄積を行うとともに、基金協会を交えてデフォルト率による信用リスク評

価システムの運営方法や料率のあり方について検討を行っており、Ｂということです。 

 ３、業務運営体制の効率化でございます。 

 （１）組織体制・人員配置の見直しでございます。各部門における業務の実施状況を踏まえ、

併任発令等を行うなど業務体制の効率化を勘案して人員配置を行っていることから、評定をＢ

とするということでございます。 

 ３ページ目でございます。 

 （２）効果的な研修の実施でございます。こちらは養成研修、能力研修など、職員の能力向

上を図るために必要な各種研修を研修計画に基づき実施しており、Ｂでございます。 

 ４の経費支出の抑制でございます。 

 （１）支出の要否を検討し、一般管理費を24年度比で15％以上削減するということでござい

ます。こちらも定量でございまして、こちらは自己評価でＢとなっております。 

 資料２の21ページをご覧いただければと思います。 

 21ページの自己評価の中段ほどに、本来29年度に支出を予定していたものとして、ファイル

サーバの更新、総合文書システムの更新、会議システムの導入というのが、調整が長引いたと

いうことで、翌年度繰り越しにしたということでＢ評定としてございましたけれども、こちら

を29年度に支出したとしても削減率は120％以上となるということで、主務大臣の評価として

はＡ評価にしております。 

 （２）業務の見直し及び効率化でございます。こちらにつきましては、無駄な支出の削減に

向けた取組目標の設定、業務実施方法の見直し、予算の適正な執行管理を行っており、Ｂでご

ざいます。 
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 （３）政府の総人件費削減の取組を踏まえた適切な対応でございます。こちらは国家公務員

の給与改定を基準として給与改定を行っており、Ｂでございます。 

 （４）ラスパイレス指数を中期目標期間中は100を上回らない水準とするでございます。こ

ちらについては、ラスパイレス指数は100を下回っておりますので、Ｂでございます。 

 ４ページ目でございます。 

 ５の業務実施体制の強化でございます。 

 （１）内部監査の適切な実施と改善状況のフォローアップの実施でございます。無予告の内

部監査、改善事項のフォローアップなど実効性のある内部監査を実施しており、Ｂでございま

す。 

 （２）役員会による理事長の意思決定の補佐でございます。こちらにつきましては、理事長

の意思決定を補佐するための役員会を定期的に開催しており、Ｂでございます。 

 （３）内部統制委員会による適切なモニタリングの実施でございます。こちらにつきまして

は、内部統制委員会を開催し、各種委員会からの報告、内部監査結果等の報告、対応状況の確

認、今後の対応策の検討を行い、モニタリングを実施しており、Ｂでございます。 

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

状況のチェック及びフォローでございます。コンプラホットライン、法令違反や情報処理等の

窓口でございますけれども、このコンプラホットラインを的確に運用するとともに、29年度コ

ンプライアンスプログラムに基づきましてコンプライアンス推進に向けた取組を着実に実施し

ており、Ｂでございます。 

 （５）リスク管理委員会による統合的なリスク管理の的確な実施でございます。外部有識者

を含むリスク管理委員会の開催、計量化したリスク量と資本金額を比較する等の手法で統合的

なリスク管理を実施しており、Ｂでございます。 

 ５ページ目でございます。 

 （６）事務リスク自主点検等を実施し業務改善へ反映でございます。事務リスク自主点検、

事故発生・対応状況等報告制度の運用等を通じて、業務の適正化を着実に図っており、Ｂでご

ざいます。 

 （７）目標管理の導入による適切な人事評価、業績及び勤務成績等の給与・退職金等への一

層の反映でございます。人事評価実施規程に基づきまして、人事評価を着実に実施し、結果に

ついては給与等に反映していることから、Ｂでございます。 

 （８）評価・分析の実施、その結果の業務運営への着実な反映でございます。自己評価、主
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務省等から指摘された課題、改善事項を踏まえ、評価・分析を実施し、その結果については理

事長などが出席する役員会において意見交換、対応方針を決定し、業務運営に反映しており、

Ｂでございます。 

 （９）情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化の取組でございます。政府機

関統一基準群を含む一連の対策や指針等を踏まえた情報セキュリティに関する規程の整備、情

報セキュリティ対策の点検の実施、情報セキュリティに係る連絡体制の整備、そのほか情報セ

キュリティ体制の一層の強化を図るため最高情報セキュリティアドバイザー、ＣＩＯ補佐官で

ございますが、これを設置するなど情報セキュリティ対策の向上に向けた取組をしており、Ｂ

評価でございます。 

 ６、業務運営の効率化等を踏まえた情報システムの整備でございます。システム整備計画の

改正、当該計画に基づき業務運営の合理化、効率化につながるシステム改善を図ったほか、Ｃ

ＩＯ補佐官を設置し、システム調達の適正性やコストの妥当性の検証を行っており、Ｂ評価で

ございます。 

 ６ページ目でございます。 

 ７、調達方式の適正化でございます。 

 （１）調達等合理化計画に基づく一般競争入札等の着実な実施でございます。調達等合理化

計画に基づき、27年度に企画競争により複数年度で締結した監査契約及び財務会計システムに

おける運用・保守業務、林業信用保証業務における情報系システムのメンテナンス業務を除き

まして、一般競争入札が行われていること、随意契約に当たっては契約審査会に諮った上で契

約が行われていることから、契約の適正化に向けた取組が行われており、また一者応札の解消

に向けた取組も実施されていることから、Ｂといたします。 

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

施でございます。こちらにつきましては、契約監視委員会、契約審査委員会の活用等により契

約手続きの適正化が図られており、Ｂでございます。 

 （３）取組状況の公表でございます。こちらは公表すべき契約を全て公表しており、また、

調達等合理化計画を踏まえた取組状況についてフォローアップを実施しており、Ｂでございま

す。 

 （４）監事及び会計監査人による監査の実施でございます。監事による契約に係る事前事後

のチェックが行われ、会計監査人による期中・期末監査、理事長とのディスカッションも実施

されており、Ｂでございます。 
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 第２、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置でございます。 

 １の事務処理の迅速化でございます。 

 （１）保険引受審査等業務に応じた標準処理期間の達成、案件の85％以上の処理でございま

す。標準処理期間内の処理について、各業務全て目標を達成しており、Ｂといたします。 

 （２）保険引受や支払審査等について、関係機関との情報共有・意見交換でございます。基

金協会との要綱協議、事前協議、現地協議等の実施によって基金協会との間で情報共有・意見

交換の実施が行われており、Ｂでございます。 

 ７ページ目でございます。 

 （３）業務処理の方法の見直しでございます。利用者負担の軽減につながる業務処理の方法

の見直し、様式の改訂が行われており、評定をＢとするということでございます。 

 ２の情報の提供・開示でございます。 

 （１）情報開示の充実を促進でございます。国民一般、利用者に対し適切かつ迅速に情報開

示を行っており、また、信用基金の業務報告書等を関係機関に配布、ウェブサイトで公表する

とともに、関係機関との情報交換会を実施し、情報提供を図っており、Ｂといたします。 

 （２）業務内容等に応じたセグメント情報の開示を徹底でございます。ウェブサイトにおい

て決算情報、業務内容に応じた適切な区分に基づく情報の開示を行っており、Ｂ評価でござい

ます。 

 （３）利用者意見の業務運営への適切な反映、苦情への適切な対応でございます。運営委員

会等の各種会議での意見交換、アンケート調査により、利用者等からの意見・苦情を把握し、

利用者の意見を取り入れた業務改善に向けた取組を行っており、Ｂといたします。 

 （４）職員の勤務条件の公表でございます。職員の勤務条件について、改正の都度公表して

おり、Ｂ評価でございます。 

 ８ページ目でございます。 

 第３、財務内容の改善に関する事項、１、適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定でご

ざいます。 

 （１）（２）（３）共通でございますが、保険料率算定委員会における保険料率水準の点検

及び必要に応じた見直し、これは農業信用保険業務でございまして、（２）が、これは保証料

率でございますが、保証料率算定委員会における保証料率水準の点検及び必要に応じた見直し

で、これは林業信用保証業務でございます。（３）でございますが、こちらは保険料率算定委
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員会における保険料率水準の点検及び必要に応じた見直しで、漁業信用保険業務でございます。 

 それぞれ、（１）につきましては、保険料率算定委員会において現行保険料率の基礎とした

28年度理論値と29年度理論値を比較しまして、農業信用保険制度をめぐる状況を踏まえ、料率

の見直し検討を行っており、Ｂでございます。 

 （２）につきましては、林業でございますが、保証料率算定委員会において、業務収支の状

況、代位弁済等の発生状況を踏まえた保証料率の点検、見直しの検討が行われており、Ｂでご

ざいます。 

 （３）漁業でございますが、保険料率算定委員会において、現行保険料率の基礎として、こ

れは直近の改訂が平成20年度でしたので、19年度理論値と29年度理論値について比較検証を行

い、漁業経営をめぐる厳しい情勢等を踏まえて保険料率水準の点検等を行っており、Ｂとして

おります。 

 （４）業務収支の黒字化に向けた保証料収入の増等、こちらは林業信用保証業務でございま

して、定量評価となっております。長期資金の約定償還を主因とした既保証残高の減少、適用

保証料率の低下などから、29年度の保証料収入目標の達成率は65.1％となっており、所期の目

標を下回っているということでございますが、事業者等や金融機関への制度の普及、利用拡大

の取組を進めたことを踏まえまして、Ｃとしております。 

 （５）適切な貸付金利の設定、農業・漁業の信用保険業務についてでございます。貸付目的、

市中金利等を踏まえ、適切な貸付金利を設定しており、Ｂ。 

 （６）適切な貸付金利の設定、農業・漁業の災害補償関係業務でございます。こちらも貸付

目的、市中金利等を踏まえ、適切な貸付金利を設定しており、Ｂでございます。 

 ９ページ目でございます。 

 ２、引受審査の厳格化等でございます。 

 （１）と（２）でございますが、（１）は基金協会との事前協議の実施及び事前協議対象の

拡大への取組、農業信用保険業務でございます。こちらについては、基金協会との要綱協議、

事前協議を着実に実施したことのほか、大口保険引受案件の事前協議対象範囲を拡大いたしま

して、審査の厳格化を図り、事故発生の抑制に努めていることから、Ｂでございます。 

 （２）は漁業信用保険業務でございます。こちらは大口保証引受案件、大口保険金請求案件

の事前協議について、基金協会からの提出資料又は対面により基金協会との情報の共有・蓄積

に努め、審査の一層の効率化、厳格化を図っており、また大口保険引受案件の事前協議範囲拡

大への取組について、事前協議を含めたモラルハザード防止対策の検証を行っており、Ｂ評価
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でございます。 

 （３）保証審査や求償権管理回収に係る研修会の開催でございます。農業信用保険業務、林

業信用保証業務、漁業信用保険業務についてでございます。信用基金の職員及び基金協会の職

員向けの保証審査・求償権管理回収に係る研修会を実施しており、Ｂでございます。 

 （４）信用基金の相談機能の強化でございます。基金協会との事前協議、現地協議を実施し、

基金協会が銀行等に対して行う制度説明に同行し、制度の説明及び情報収集を実施しており、

Ｂにしております。 

 10ページ目でございます。 

 （５）審査の厳格化、債務保証先のフォローアップ、林業信用保証業務でございます。審査

件数は減少しましたが、債務保証審査協議会で十分な審査協議を行っていること、必要に応じ

て保証取扱金融機関へのヒアリングを実施していること、またバンクミーティング等への出席、

専門家を交えた経営診断を通じて、被保証者に対して経営健全化への支援を行っており、Ｂで

ございます。 

 ３のモラルハザード対策でございます。 

 こちらはモラルハザード防止対策の導入効果の検証及び部分保証等の拡充の検討でございま

す。（１）が農業信用保険業務、（２）が漁業信用保険業務でございまして、（１）の農業に

つきましては、畜特資金、農業経営負担軽減支援資金等、負債整理資金でございますけれども、

これらの事故率が高いことから、モラルハザード防止策として基金協会の債務保証に部分保証

が実施されているということ、また、農業信用保証保険業務あり方検討会におきまして、モラ

ルハザード防止策の効果の検証が行われており、Ｂでございます。 

 （２）の漁業信用保険業務でございますが、こちらは緊急融資資金について、金融機関に対

して貸し手としての一定の責任を求めるための特別出資を実施しており、また、経営安定資金

に部分保証を導入していること、さらに、漁業信用保険業務あり方検討会においてモラルハザ

ード防止対策についての効果の検証が行われているということで、Ｂでございます。 

 （３）部分保証の拡充などの収支均衡に向けた取組でございます。これは林業信用保証業務

でございます。こちらは、部分保証の拡大に努めたほか、財務内容が良好な者を対象に保証料

率低減等のインセンティブを付したウッド・サポート5000及びログ・プロダクツ3000の利用を

促進しており、Ｂでございます。 

 ４の求償権の管理・回収の強化等でございまして、（１）が回収金の実績及び回収実績向上

のための取組でございます。（１）が農業信用保険業務でございまして、（２）が林業信用保
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証業務、（３）が漁業信用保険業務でございます。 

 まず10ページ目の（１）でございますが、回収の対象となる保険金支払に係る基金協会の求

償権残高が目標設定時の想定を下回っており、また資産処分等による大口回収が減少したため、

達成率は84.5％となっていることから、Ｃとしております。 

 11ページ目、林業信用保証業務でございます。（２）につきましては、求償権残高が目標設

定時に想定した残高を大きく下回ったこと、担保不動産の売却による回収額も減少しているこ

とから、達成率は75.4％となっておりますが、29年度の求償権残高に対する回収率が6.7％と、

前中期目標期間における同率の平均3.6％を上回っていること、催告書や担保処分の促進、サ

ービサーへの委託等の取組を進めていることを踏まえまして、評定をＣとしております。 

 （３）漁業信用保険業務でございます。こちらにつきましては、基金協会からの求償権分類

管理表に基づく求償権回収方針、求償権債務者の現況等について現地協議を実施、また基金協

会から求償権回収進捗状況表の提出を受けまして、上半期の求償権回収実績が一定水準に満た

ない基金協会においては一層の促進を図るための個別協議を実施しておりまして、達成率が

119.4％になっているのでＢにしております。 

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

化等でございまして、林業信用保証業務でございます。こちらについては回収委託基準に沿っ

てサービサーへの委託を行っており、Ｂということです。 

 （５）保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収ということで、保険料・保証料、貸付金利

息を定められた納入期日に確実に徴収しており、Ｂでございます。 

 12ページ目でございます。 

 ５の代位弁済率・事故率の低減でございます。 

 （１）（２）（３）共通でございまして、まず、農業信用保険業務でございますが、こちら

につきましては29年度末における農業の保険事故率は0.05％であり、評定をＢとしております。 

 林業信用保証業務、こちらにつきましても林業の保証の代位弁済率が1.13％であり、Ｂにし

ております。 

 そして漁業信用保険業務、こちらにつきましても漁業の保険事故率は0.65％であり、Ｂとし

ております。 

 これらは定量評価になっておりまして、率からするとそれぞれ240％とか260％、漁業では

177％となっておりますが、こちらは信用基金の努力ということだけではなかなか図れない経

済情勢の影響等がございまして、そちらを考慮してＢとさせていただいております。 
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 ６、基金協会及び共済団体等に対する貸付金の適正な審査及び回収でございます。貸付審査

については、迅速かつ的確な処理が行われ、回収については期日どおりの回収が行われており、

Ｂでございます。 

 ７でございますが、宿舎の廃止に関する計画。こちらについては、職員宿舎廃止に係る実施

計画に基づき、宿舎を廃止しており、Ｂとしております。 

 ８、農業融資資金業務に係る国庫納付でございます。こちらについては、25年度に措置済み

ということでございます。 

 第４のその他の業務運営に関する重要事項でございます。これは、29年度は寄託返還金を長

期借入金の償還財源に充当したことから、新たな長期借入金は行っておりません。 

 13ページ目でございます。 

 第５の予算、収支計画及び資金計画でございます。評価に至った理由といたしましては、年

度計画における予算に基づき、適正な業務運営を実施しており、Ｂといたします。 

 第６、短期借入金の限度額でございます。こちらにつきましては、29年度は借入実績はござ

いませんでした。 

 第７、不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画でございまし

て、こちらについては25年度に措置済みとなっております。 

 第８、重要な財産の譲渡等に関する計画でございます。こちらは実績なしでございます。 

 第９の剰余金の使途でございます。こちらにつきましては、目的積立金を積み立てていない

ことから、29年度の実績はございませんでした。 

 最後に14ページ目でございます。 

 第10、その他主務省令で定める業務運営に関する事項でございます。 

 １の施設及び設備に関する計画は、該当ございません。 

 ２の人員に関する指標でございます。 

 （１）人員に係る指標でございます。こちらは期末の常勤職員見込みを踏まえた人員確保を

行っており、Ｂ。 

 （２）の人材の確保でございます。専門知識や豊富な経験を有する人材を確保することによ

り、業務の円滑な実施を確保しており、Ｂ。 

 （３）人材の養成でございます。こちらは研修等により職員の能力向上を図っており、Ｂ。 

 ３、積立金の処分に関する事項でございます。農業災害補償関係勘定、漁業災害補償関係勘

定に係る積立金は、それぞれの当期純損失の補填に充てており、Ｂでございます。 
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 概要の説明は以上でございまして、質疑を始める前に、先生方のご意見につきましては、評

価書の中で反映させていただくとともに、今日の会議につきましては、議事録を作成させてい

ただきまして、ホームページで公表するという段取りになっておりますので、何とぞご理解、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、今ご説明しました29年度業務実績評価につきまして、ご意見をいただければと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○服部委員 これはどのように進めたらよいでしょうか。ページごとに行うのでしょうか。 

○諏訪課長補佐 すみません、ページごとに行っていきたいと思います。 

 それでは１ページ目についてご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。 

○服部委員 教えて欲しいのですが、よろしいですか。 

 １ページ目の１の（１）で削減度合が24年度対比５％以上となっていますが、評価のところ

で予算比と決算比と両方出てきます。これは最初に目標を設定されたときには、どちらに対し

て設定されたのでしょうか。予算と決算の両方をクリアするということなのでしょうか。 

○諏訪課長補佐 決算につきましては参考の数値でございまして、この評価の指標としては予

算の数字との対比ということでやっております。 

○服部委員 民間ですと決算で対比しないとなかなか話が進みませんが、国の場合は予算で対

比するという制度上の問題でこうなっているという理解でよろしいのですか。 

○諏訪課長補佐 ほかの独法も予算との対比ということで予算を基準として評価するというふ

うに横並びでやっているということでございます。 

○服部委員 わかりました。それは仕方ないですね。 

 それからもう一つ、（２）以降で、これは前にも言ったかもしれませんが、大口という言葉

がたくさん出てくるのですけれども、この大口というのは規模でいくら以上というような設定

をしておられるのかどうかということと、その設定が農業、林業、漁業で違うのかどうかとい

うことを教えてください。 

○諏訪課長補佐 それにつきましては、おっしゃるとおり農業と林業、それから漁業で違って

おりまして、また負債整理などのリスクの高いものについても、この大口という基準が違って

おりますので、細かいところは、信用基金さんから回答をお願いします。 

○折原総括調整役 農業について言いますと、引受後の保険関係が成立している保証に係る元

本額が１億円以上で、1,000万円以上の保証案件となっております。 

○諏訪課長補佐 資料２の５ページ目の注書きに農業についての記載があります。 
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○出倉総括理事 資料２にそれぞれ書いてございまして、漁業であれば９ページ目のところの

注のところで書いています。 

○服部委員 わかりました。結構です。 

 あと、林業のほうには大口の案件は、平成29年度にはなかったということなのですね。農業

と漁業については大口の件については事前協議を実施したと書いてありますので。 

○櫻井林業管理室長 林業は審査の仕方がちょっと違っています。 

○服部委員 去年もそんな話を聞きましたね。 

○櫻井林業管理室長 はい、林業は二百何十件審査しておりますけど、ちょっと仕組みが違い

ますのでこれで対比はできませんが、大口だと大体１億円ぐらいです。 

○服部委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 

○出倉総括理事 簡単に申しますと、林業は信用基金が保証していますので、全部の案件を見

ているということですが、農業と漁業は基金協会さんがいらっしゃいますので、そのうち大口

のものを事前に見させていただいている、こういう形です。 

○服部委員 はい、ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 ほかにございますか、高田委員。 

○高田委員 先ほど予算との比較でとおっしゃられたので、一言コメントさせてください。 

 予算制度を用いた統制の下では、業務活動を管理するのに、予算を制御基準として実績と比

較することで、業務活動を管理します。予算に計上した業務活動は過不足なく実施すべきであ

り、また、実際の支出額が予算計上額を超過した場合は、それは効率が悪かったという判断が

一般になされます。 

 保険業務とか、融資とかにつきましては、災害の頻度や規模次第ですから、信用基金が管理

できない部分は確かにありますが、管理可能な費用部分、つまり信用基金の意思でコントロー

ルできる部分が予算の中にあるはずで、その部分が明確に見えるような予算組みを何とか、難

しいのでしょうけど、工夫できればいいなと願っています。 

 また、保険事故が起きたときにも、その保険事故に応じて比例して生じるコストというもの

があるはずです。そういうものをきちんと洗い出して予算に反映できれば、業務の改善にも役

立つのではないかと思いまして、コメントさせていただきます。 

○諏訪課長補佐 どうもありがとうございます。何らかの研究が必要ではないかと思います。 

○高田委員 相当に難しいからこそ、今までの努力にもかかわらずできなかったということは、

理解しております。 
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○出倉総括理事 先生方からのご指摘は、去年もいろいろいただいているようなのですが、基

本的に私たちも効率的な業務というのが一番重要ですので、私たちのところでしっかり管理で

きるものは管理していく。これが一番わかりやすいのは、一般管理費だと思います。 

 それから事業費については、今諏訪班長のほうからも説明があったように、それぞれの社

会・経済情勢の変化で随分変わってくるところはあるのですが、今、先生からのご指摘も十分

勉強しながら、より効率的な運営をするために何ができるかというのは勉強させていただきた

いと、こんなふうに思っています。 

○高田委員 相当に難しいとは思いますが、よろしくお願いします。 

○服部委員 今の補足になりますけれども、有識者から意見があっていろいろなことを考えて

みたけれども、その結果、どうしたのか、難しかったとか、これは少し取り入れたとか、何か

そういうものが示されれば、実際、効率化を検討したことになると思います。 

○諏訪課長補佐 ありがとうございます。 

○出倉総括理事 次回以降、少し勉強させていただきます。今日はそういう意味では少し整理

ができておらず申し訳ございません。 

○諏訪課長補佐 それでは、２ページ目よろしいでしょうか。 

○服部委員 １つよろしいですか。 

 教えて欲しいのですが、（６）で寄託原資全額を寄託返還金から確保して寄託したとあり、

さらに６月に償還した財源は全額寄託返還金から確保ということなのですけれども、一体、寄

託返還金というのはいくらぐらいあるのでしょうか。 

○諏訪課長補佐 信用基金さんのほうでおわかりになれば。 

○服部委員 ７億6,000万円と４億円とあるので、11億円程度はあったということですか。 

○櫻井林業管理室長 すみません、資料２の12ページに公庫からの返還金Ｂということで12億

5,200万円と書いてあります。 

○服部委員 ということは、寄託返還金はそろそろゆとりがなくなったと考えていいというこ

とですか。 

○櫻井林業管理室長 寄託金が４億円ございまして、それに対して12億円の返還があったとい

うことでございます。 

○服部委員 そういうことですか。 

○櫻井林業管理室長 はい。 

○高田委員 寄託金とは、参考資料５の１ページの、「３投資その他の資産」に、「寄託金」
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と書いてある287億2,600万円のことですか。 

○服部委員 固定資産の３のちょっと下のほうですね。 

○高田委員 配布資料には、注記事項に関する資料が見当たらないのですが。 

○西村課長補佐 287億2,600万円のうち285億円ぐらいが国からの出資金で貸しており、オー

バーした分は、その右側の、金融機関から長期借入で借りたものですので、合わせて寄託金と

して287億2,600万円を資産として持っているということです。 

○高田委員 ウェブサイトへの開示でも結構ですから、適時に注記事項をアップしていただけ

れば、もう少し、いろいろなコメントをさせていただくことが可能となりますので、ご検討を

いただければと思います。会議用資料の送付時期に間に合わないとか、印刷物の量が膨大にな

るとかであれば、たとえば、ウェブサイトのＵＲＬを通知していただくだけでも結構ですので、

ご検討いただければと思います。 

○西村課長補佐 そうですね、確認したいと思います。 

○高田委員 時間の制約などがあるため、対応が容易ではないとは思うのですが、何らかの形

で追加情報をいただければ、もっとお役に立つようなコメントをさせていただける可能性があ

りますので。 

○出倉総括理事 先生のご趣旨は、私たちの決算書では読みにくいところがあるので、もうち

ょっと参考情報をしっかりと公表すべきじゃないかと、こういうご趣旨ですか。 

○高田委員 主として株式公開企業を対象とする企業会計と同列に論じることは必ずしも適切

とはいえないとは存じますが、企業会計においては、財務諸表は注記情報まで含んだ概念でし

て、しかも比較情報、つまり前期と当期を比較形式で表示することが、適正開示の前提となっ

ております。注記情報がなく、しかも、２期比較でもないとなると、意思決定への役立ちの観

点からは改善の余地があるのではないかと思われます。現状の開示が不十分であるとのことで

はないのですが、より有益な議論をしたいので、情報を追加していただければありがたいと思

います。 

○出倉総括理事 にわかにどういう情報がというのは別ですけれども、委員の先生方ともよく

相談して、対応させていただけるものはさせていただき、ホームページに載せるかどうかも少

し勉強させていただきたいと思います。 

○高田委員 ご検討をお願いできればと思います。 

○諏訪課長補佐 ほかにございますでしょうか。 

 それでは、３ページ目をお願いいたします。よろしいでしょうか。 
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 それでは、４ページ目をお願いします。 

○服部委員 １つちょっと小さいことなのですが、（４）のコンプラホットラインで３件提案

があったとあり、そのうちの１つ目がチャイム機能付き時計の設置と書いてありますが、これ

はどういうことなのでしょうか。要するに勤務時間がちゃんとわかるようにしなさいという話

ですか。 

○出倉総括理事 役所でも、始業時間に鐘が鳴り、終わったら鳴るのですけれども、私たちに

はそういうものがなかったものですから、もう少し仕事にメリハリをつけようということで、

特に最近働き方改革も言われていますので、これで就業時間は終わりましたよということで、

その時間になるとチャイムが鳴るような時計を入れたと、こういうことでございます。 

○服部委員 そういうものがないというホットラインがあったということですね。 

○出倉総括理事 そういうことをすると、勤務時間がわかって仕事の仕方にもメリハリがつく

という意見が職員の中からあったということでございます。 

○服部委員 はい、ありがとうございます。 

○高田委員 ５の（２）理事長の意思決定を補佐するため役員会を定期的に開催、と書いてあ

りますが、役員会に費やす時間の長さと、出席率を教えていただけますでしょうか。 

 それと、会議での発言を促すような工夫をなさっておられるのかどうか、教えていただけな

いでしょうか。「何かご質問は、ございませんか」と言われるだけでは、なかなか発言できま

せん。たとえば、若い順に機械的に指名して発言を促すとか、そのようなことも考えられるの

ではないかと思います。 

 また、これは難しいとは思いますが、一般に、ミッションと整合する価値を共有しないと議

論が収束しません。そこで、信用基金が組織として、どういう価値を共有して、その共有する

価値基準に照らして、複数の選択肢を比較衡量するような、そのような建設的な議論ができる

ような場を理事長として提供しようとしておられるのか、その点は、とても興味があります。 

○出倉総括理事 ありがとうございます。 

 今のご指摘ですけれども、まず役員会については、第２火曜日の午前中というのを定例日に

してございます。なので、各役員はあらかじめわかっておりますので、そこには緊急のもの以

外は業務を入れないということで対応しており、基本的には100％に近い参加率になっている

というふうに思っております。 

 それから、議論としては、午前中ですので案件によって１時間のときと２時間のときと、そ

れはいろいろあるのですけれども、基本的には役員会で決めることは粛々と決め、そのほかに
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別途役員会のメンバーの中で自由に意見を言う場を、理事長の意向として設けておりまして、

そういう場とあわせて各役員が自分たちの業務、それから業務を越えて信用基金全体の今後の

方向性も含めて自由な議論ができる環境を、理事長の意向を踏まえ、しっかり作っており、ま

た、そういう形になっているというふうに思ってございます。以上です。 

○高田委員 発言率はどうですか。具体的には、参加者の中でどのぐらいの人数が発言するの

でしょうか。また、どのぐらいの長さの発言時間を確保しておられるのか、教えていただけま

すでしょうか。 

○出倉総括理事 それぞれの役員の発言時間は計測していませんが、役員会は理事長が招集し

ますけれども、議事進行は私に委任されておりますので、基本的に私の考え方として、まずは

それぞれのご意見をいただいた後、ご発言のない委員の方には必ず、この問題についてはどう

思いますかということをお聞きするようにしておりますので、全く発言のない役員というのは

基本的にはいないというふうに理解をしております。 

○諏訪課長補佐 ほかになければ、５ページ目よろしいでしょうか。 

○服部委員 １ついいですか。 

 セキュリティアドバイザー、ＣＩＯ補佐官というのを29年11月に置かれたということなので

すが、この方は毎日勤務されているのか、それからサーバの監視をされたりしているのか、ど

ういう仕事をされているのかというのがわかればお聞かせください。 

○出倉総括理事 補佐官とは個人契約ではなくて会社と契約しておりますので、そういう意味

では毎日誰かが来ていただくということで基本的には２名の方で回しており、どちらかは必ず

来ていただくという体制でやってございます。直接の管理というよりも、私たちがこういう情

報セキュリティ関係の業務をするときに、必ずその方に一言お話をしてアドバイスをいただい

て、それを踏まえて実行するというような、まさしくここに書いてあるようにアドバイザーと

いう立場で来ていただいてございます。 

○服部委員 ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 よろしいでしょうか。 

 では、６ページ目いかがでしょうか。 

○高田委員 ７の（３）の消費税相当額について。公表する契約の中で消費税相当額を含むと

なっているのですが、消費税相当額を含めないほうが良いのではないかと個人的には思います。 

 理由は、この先、消費税率が10％、15％と上がると、本体価格が一定であっても、総価が増

加してしまうからです。たとえば、現状では消費税相当額を含む総価が250万円とあるのを、
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本体価格が250万円と読み替えても大して影響は生じませんから、そのような読み替えも許さ

れるのではないかと、個人的には思います。消費税相当額を含む価格にこだわらなくても良い

のであれば本体価格を採用するというのはどうでしょうか。 

○出倉総括理事 こだわりというわけではないのですけれども、予定価格というのは総価でと

いうふうに決められておりますので、ちょっとそこら辺は難しいかなというふうに考えており

ます。 

○高田委員 消費税の税率が上がったらどうされるのですか。 

○出倉総括理事 上がったものをプラスした形になります。 

○高田委員 そうなると総価が250万円を超えてしまいます。 

○出倉総括理事 総価で250万円なので、実質の本体部分は逆に下がるということにはなるの

だと思いますけれども。 

○高田委員 では、本体価格がしわ寄せを受けるわけですね。 

○出倉総括理事 はい。 

○高田委員 なるほど。 

○服部委員 総価をどこかで見直すというふうにはならないのですか。 

○高田委員 消費税率の変動により、基準値が影響を受けるのは、違和感がありますので、コ

メントさせていただきました。 

○諏訪課長補佐 恐らく、ここは国の部分と整合性をとっていると思いますので、ちょっとそ

ちらを確認しまして、また信用基金のほうとも調整させてもらえればと思っております。 

○高田委員 なるほど。国の場合は消費税込みの総価なのですね。 

○諏訪課長補佐 そうだったような気がします。すみません、ちょっと正確には覚えていない

のですけれども。 

○関委員 上のところで１者応募の改善策の話があるのですけれども、実際に１者応募という

のは全体の発注業務の中でどのぐらい割合がありそうですか。 

○出倉総括理事 すみません、ちょっと今、数を持ち合わせておりませんので、私の記憶の中

にあるもので言いますと、１者応札になるのは、どうしてもここに書いていますように情報シ

ステム関係が多くなります。私たちも悩んでいるところではあるのですが、１つの業者が入り

ますと、そこのノウハウもしくはその作ったソフトに関して著作権の関係が影響して、他の業

者が入りにくくどうしても１者応札になっていきます。 

 すみません、あともう一つ、システム以外では、ページで言いますと資料２の50ページのと
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ころで、自動車の運行業務というのがありまして、いわゆる自動車の運転手さんを委託すると

いうことでありまして、これが私たちの分析では、若干時期が悪くて、他者と割と競合する時

期だったということもあって、結果として１者応札になってしまったというのはありますが、

あとはシステム関係のものだけとなっています。 

 システム関係につきましても、なるべく競争入札になるように、仕様書だとか設計書をしっ

かり作ることを進めているということでございます。 

○関委員 こういうのはこちらの意図で相手が動いてくれる話ではないですよね。だから、な

かなかちょっと難しいのではないかという意味合いでちょっと発言しました。 

○諏訪課長補佐 これは仕様書を作る際にも、より多くの方から入札をいただけるような努力

もしていくということで。 

○高田委員 競争入札というと聞こえは良いのですけれども、競争入札にしたときに、やはり

品質を確保できないという問題が至るところで出ていると感じております。競争入札のときに

どのようにして品質を確保しておられるのか、簡単なコメントで結構ですので頂戴できればあ

りがたいです。 

○出倉総括理事 先生のご指摘はもっともで、私ももともと公務員の出身なものですから、い

わゆる入札のときに仕様書をどのように作るか、当時ものすごく悩んだ覚えがあります。 

 仕様書をしっかり作るということがまずは一番重要なのですけれども、例えばシステムの関

係で申しますと、これはまさしく私たちの中のノウハウでは十分ではないので、先ほど申しま

したＣＩＯ補佐官にアドバイスをいただきながらやるような形の中で、質が落ちない、でも入

札ですからしっかり決めなきゃいけないので、そこの仕様書の作り方を少し勉強するというこ

とでやっております。 

○高田委員 今の点についてなんですが、見積もり合わせって通常されますね。その見積もり

合わせの意味なのですが、これは、単に金額を比較するのではなくて、見積書に記載された

個々の仕様を対比することで、無駄や漏れの有無を発見する機会を確保できるわけです。３者

ぐらい比較してみると、どれが本来標準的に備えるべき仕様なのかが見えてくる。そこにメリ

ットがあると考えられます。 

 仮に、今は１者になってしまったケースでも、過去においては３者ぐらい入札されたケース

もあったとします。そのときの３つの見積書を比較することで、どれが適切な仕様だったのか

が見えてくることもあると思います。過去の資料を探して３者比較してみて、３者それぞれの

要件を対比してみる、これもいいのかなと思います。 
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○出倉総括理事 先生のご指摘は、もっともだと思いますので、少し勉強したいと思いますが、

私たちも、そういう意味ではものによっては企画競争という形で、提案と価格の両方を点数化

しながら総合評価でやるというようなものもやっていますので、今、先生のおっしゃられたの

は、ある意味それに近いのかなというふうに思っております。 

○高田委員 もう、それをやっておられるのですね。失礼しました。ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 ありがとうございます。 

 ６ページ目はよろしゅうございますか。 

 それでは、７ページ目をお願いいたします。 

 よろしければ、８ページ目でございます。 

○服部委員 １つお聞きしたいのですが、１のところで、要は１、２、３と保険料率水準の点

検及び必要に応じた見直しとあるのですが、これは農業と林業と漁業で当然かなり違うと思う

のですが、どの程度違うのかというのがここで開示できるようであればお聞きしたいと思いま

す。 

○出倉総括理事 それは考え方ということなのでしょうか、それとも料率そのものがどのぐら

い違うのかということでしょうか。 

○服部委員 料率のことですが、それが難しければ考え方でも結構です。 

○諏訪課長補佐 農業と漁業は保険料ですけれども、林業は保証料ということで、若干考え方

は変わると思うのですが、今お手元に平均的な保険料率とかが出ますか。 

○溝部課長補佐 漁業は大体0.3～1.2％ぐらいです。 

○服部委員 そうですか。 

○諏訪課長補佐 たしか農業は0.18％とかそれぐらい…… 

○永尾農業管理室長 農業の保険料率は、一番低いのは0.06％から、高いのは0.51％です。い

ろいろな資金ごとに細かくなっておりますので、幅はちょっとございますが、農業はそのよう

な形でございます。 

○出倉総括理事 すみません。林業はまた整理して後でご報告いたします。 

○服部委員 はい、わかりました。漁業と農業との違いが、リスクの現れというのがわかった

ので、ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 それでは、ほかになければ９ページ目、よろしいでしょうか。 

○服部委員 １つよろしいですか。 

 （３）林業信用保証業務の中で、最新の製材・木材加工機械についての研修を職員に向けて
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とか、いろんな形でやっておられてよかったという話なのですが、これはどんな内容を講習さ

れたのかというのがわかりましたらお聞かせください。 

○櫻井林業管理室長 ドイツで開催されたハノーバー・メッセを講習の題材としまして、最新

のドイツ、ヨーロッパの製材機械、それと日本における製材スピードの違い、刃の角度、種類

の違いとかを写真で１時間ほど説明いたしました。 

○服部委員 そうですか。ありがとうございます。 

 日本の製材工場における機械は、国産がほとんどで、ようやくドイツのものが１社、この間

入ったところです。ようやく北欧とか中欧並みに製材効率が高い工場が１社でき上がったかな

と。今までは、最大手でもアメリカとほぼ同じですよという話だったのですが、両方を比べる

とやり方は同じですけれども、効率がかなり異なる。製材の高効率化をやらないと、外材に勝

てないのです。今や日本の住宅には、無節の柱とか板は、内装材は要りますが、構造材には要

りませんので。そういうことが今度、この保証業務に携わる職員の皆さんで共有されたという

話ですか。 

○櫻井林業管理室長 はい、先生のおっしゃっている企業について、既に基金は億単位で保証

しております。そのため、そこについて基金が調査するときに、ヨーロッパの最新の製材機械

の性能をわかっていないと調査にならないので、そういう研修をさせていただきました。 

○服部委員 わかりました。初めて日本で参考になるラインができたということですので、あ

れを基準に今後いいものはどんどん保証してあげるとか、エンカレッジしないと、日本の林業、

人工林は競争力がさらに失われますので、よろしくお願いします。 

○櫻井林業管理室長 あと、ちょっとさかのぼりますけれども、先ほどの林業の保証料率でご

ざいます。一般資金、制度資金がございますが、最低0.1％～1.8％でございます。失礼いたし

ました。補足させていただきます。 

○服部委員 わかりました。ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 ９ページ目はよろしいでしょうか。 

 それでは、10ページ目お願いいたします。 

○服部委員 １つよろしいですか。 

 10ページと11ページにつながっているので同じことだと思うのですけれども、達成率が、10

ページは84.5％ですが、11ページの（２）は75.4％となっており、定量基準から判断すれば11

ページのところはＤになるはずですが、それ以外にこういうところがあったから自己評価をＣ

にしましたという解釈でよろしいですか。はい、ありがとうございます。 
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○諏訪課長補佐 それでは、11ページ目でほかにご意見ございますでしょうか。 

 よろしいようでしたら、12ページ目でございます。 

○服部委員 ５の代位弁済率・事故率の低減で、かなり低くて、達成率というか目標値は３つ

とも完全にクリアしているということですからいいと思うのですけれども、にもかかわらずＢ

と評価された理由についてですが、努力で達成された分と経済情勢によってこうなった分と両

方があるのでＢにしましたという説明でしたね。それを努力部分、すなわち経済部分を除外し

て事故率がどうだったかという評価が、非常に難しいとは思うのですが、できませんか。 

○諏訪課長補佐 主務省として、事前説明のときから委員の先生方にいろいろと定量的な部分

については定量でやるのが本来の評価の手法なのでということで、一応いろんなデータを精査

してみたのですが、やはり事故率の低減につきましては、事前協議を行ったりとか、いろいろ

とやっているのですが、それがすぐさまその年度に反映されるのか、引受自体が何年か前のも

のですので、それがこちらに素直に反映されたものかどうか、なかなかわからないものですか

ら、一応Ｂ評価ということでさせていただいております。 

○服部委員 せっかく一生懸命頑張っているのに、本来ならばＡ、あるいはもっと上だったか

もしれないのにＢになったということだと、モチベーションが下がってしまうのではないでし

ょうか。私は経済の専門家でないのでわかりませんが、そういうものが導入できれば、より自

信を持ってＡと自己評価できるかなと思ったわけですが。 

○高田委員 同種とは申しませんが、類似する民間金融機関における事故率の情報を、何らか

の方法で入手できないのでしょうか。それをベンチマークとして使うことも一つの方法ではな

いかと。それが容易であれば、もう既に行われているでしょうから、できない理由があるので

しょうから、それが何なのか教えていただければと思います。 

○諏訪課長補佐 農業とか漁業は保険でございますが、中小については日本公庫の保険がつく

ようになっていまして、あと信用保証という保証制度でいきますと、農・林・漁の保証は、林

業は直接信用基金がやっておられて、農と漁は各県に信用基金協会があって、それに対応する

ものが、中小でいうと信用保証協会ということになるのですが、事故率としては、農業と比較

するとやっぱり中小のほうが大きくはなっている。すみません、正確な数字は持っていません

けれども、一応そういう部分で何か並べて比較するというようなデータとして妥当かどうかと

いうことについて、いまひとつ同じように評価ができないのではないかなというふうに今考え

ております。 

○高田委員 株式のバリュエーションの場合は、ベータ値という係数を用いて評価対象に対す
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る市場の動きの影響を定量化しようとします。もし、それに似た分析が可能であれば、ベータ

値に準ずるような係数を用いて定量化した基準値を使って、パフォーマンスを評価するという

のもあり得るように思われますがいかがでしょうか。 

○折原総括調整役 基本的に事故率の評価というのが、過去の実績に基づいてやってございま

すので、過去にどれぐらい災害があって、いろんなことがあって、どういうふうに被害が出て

きて、実際それにどのくらい影響しているかということで出てくるのですけれども、未来の事

故の状況とか、あるいは今お話ししましたけれども、中小企業、これは信用保証協会の信用保

証制度がありますけれども、農業と一般中小企業の違いというのもありますので、それを含め

て今先生がおっしゃったことをやれるかというと、なかなか難しいのかなと。結局、過去の実

績を踏まえてやると。 

 先ほども目標値に対して実績が低過ぎるという話がありましたけれども、これは結局、過去

の実績が高かったということなのです。だから、事故率が下がってきて結果的にこういう結果

になっているのですが、我々の考え方はそういう過去のデータに基づいて計測することが基本

です。 

○高田委員 定量評価になじまないのであれば、最初から定性評価にしてしまったほうが良さ

そうに思われますが、いかがでしょうか。 

○折原総括調整役 おっしゃるとおりかもしれませんが、それは本省のほうにお尋ねください。 

○諏訪課長補佐 まさしくこの定量という部分になじみがないところは、第４期の中期目標で

は参考指標という形にさせていただいております。 

○高田委員 となると、今後、ここは定性評価になるわけですね。 

○諏訪課長補佐 おっしゃるとおりです。 

○高田委員 ありがとうございます。 

○服部委員 数値で表せることができれば定量というように短絡的に考えずに、今のようにい

ろんな要素があるので、定性で評価をされるというのも一つの手だと思います。 

○諏訪課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは次よろしいですか。13ページ目は何かございますでしょうか。 

○関委員 教えて欲しいのですが、貸付実績がない、要するに業務として保険業務なり、そう

いう業務としてのお金の動きが鈍いからこうなったというように読めるのですが、それは結局、

農業にしろ、漁業にしろ、そういうもの自体の活動が不活発というようなことを表しているの

ですか。どういうことなのかが、ちょっとよく読み取れないのですけれども。 
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○出倉総括理事 今のは漁災のお話ですか。それとも、ほかも含めてのお話でしょうか。 

○関委員 全体的に、何か読んでいて、私も素人なので読み方がよくわからないのですけど、

結局、あまりお金が動いていないというような感じで書かれているような気がするのですね。

それというのは、漁業なり、農業なりの動きが活発というか、例えばこれだけ毎年毎年いっぱ

い災害があるので、それに対する保証などの需要は多くなるようなイメージがあるのですけど、

でも、実はそうでもないというようなところだとしたら、それはどういうことを意味するのか

なと。 

○出倉総括理事 先生のご指摘は多分、第５のお話で、それぞれのところが資金の貸付が減少

し云々、といろいろ書いてあるということによるものでしょうか。 

予算上は、もう少したくさん保証なり保険を引き受けたい。だけども、私たちが保証なり保

険を引き受けるには、当然融資が伴わなければ、私たちだけでは何もできません。そういう意

味では、これは農水省から補っていただければいいと思いますが、農林漁業の融資環境が今ど

うなっているのかということとかなりリンクしてきます。私たちの理解では、それぞれの農林

漁業者は資金を調達する、それにはいろんな手法があります。補助とか、出資とかですね。そ

れから、それぞれの作ったものがどれだけ売れるかという環境もありますので、そういうこと

を踏まえて、多分融資の需要がそれほど大きく増えていない、もしくは減ってきている、こう

いう環境の中で私たちの保証、保険業務自体は、あまり私たちとしては望ましいことではない

のかもしれませんけれども、少し縮小均衡型になっているのかなと、こんなふうに思っていま

す。 

 それからもう一つ、農業と漁業の災害補償の関係なのですが、私たちの業務は、農業の共済

組合もしくは漁業の共済組合が、災害があったときに農業者、漁業者に対して共済金を払うと

きに資金が足りなくて払い切れない場合に私たちが貸付をするという業務なので、これは実は

ある意味私たちにとっていいことというのはおかしいのですが、その共済組合の財力が充実し

てきているために、私たちに借りにくる必要がなかったと、こういうことなのです。ただ、こ

の前の東日本大震災のときのように、ああいう大きな災害があったときには、やはり農業者、

漁業者にすぐに共済金を払うことが重要ですから、そういう意味では制度としては重要ですけ

れども、必ずしもいつも信用基金の資金が出ていることが望ましいかと言われると、制度とし

ては、私はこの形でいいのかなと思っています。 

○関委員 ありがとうございます。 

○溝部課長補佐 補足でございますけれども、農業もそうだと思うのですけれども、漁業では、
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この保証保険というのは、やはり融資が出ないと実績として増えてきません。では、融資を増

やすにはどうすればいいのかというと、これがなかなか難しくて、今、漁業者の数というのが

どんどん減ってきているのですね。その中で融資の額だけ増やしていこうというのは、これは

すごく難しくて、融資の実績というのも下がってきていると。 

 それではなぜ漁業者が減っているのかといえば、漁業に魅力を感じていないからなのです。

やはり、きつい、危険、汚いとか、そういうのがありまして、このままでは漁業はどんどん衰

退していくのではないかと。 

 その中で、水産庁としては昨年、水産基本計画を更新しまして、また今、水産政策の改革と

いうのをやっておりまして、漁業の成長産業化というのをやっていこうとしています。若い人

や企業が漁業に参入できるような環境をどんどん実現していって、漁業は魅力のある産業だと

いうことが浸透していけば、漁業者が増加して漁業が人気の産業になっていけば、船の更新、

養殖施設の更新、機器の更新、加工場の更新などが増えて行き着くところは保証保険の実績が

増えていくのかなと。 

 ですので、まずは基金協会や信用基金というよりも我々政府の責任として、漁業が成長産業

化するような環境を整えていくのが、まず我々の仕事ではないかなというふうに考えておりま

す。 

○服部委員 林業も全く同じであります。総括しないといけませんね。 

○諏訪課長補佐 農業のほうも成長戦略ということで政策は打っているのですけど、やはり農

家の経営体自体が減少している。法人化して大規模経営にはなっているので、その分の資金需

要としては、ここは農業融資としては伸びてはいるところなのですが、ただ、民間の銀行など

自分たちのプロパー融資で賄える部分と、それから保証を付けるというのはやはり債務をちゃ

んと保全できるかどうかということで、債務が保全できない部分を機関保証のほうで見てくだ

さいということになっておりますが、銀行などでは、今、事業性評価とか自らリスクをとって

いろいろやっておられるので、そちらの世界で融資が完結してしまうという状況もあって、最

後の機関保証に来るものについては、農業融資は増えているけど、その保証自体はそんなに増

えていないという状況になっているわけです。 

○服部委員 漁業はいつも新聞で見ていて、歯がゆい思いをするのですけども、近隣諸国がと

にかく全部捕っていく。そうなったら、日本の漁船はやっぱり立場は弱いですよね。そういう

ことも成長産業になり得ないところになっているのかなというのは感じますね。 

○諏訪課長補佐 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 
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 それでは最後に14ページ目でございますが、ご意見等いかがでしょうか。 

 それでは、先生方のご意見を踏まえつつ最終的に評価をしたいと思いますが、資料２を３枚

ほどめくっていただきますと、項目別評定総括表というのがございます。現時点では71の項目

がございまして、このうちＡが１つ、Ｂが60、それからＣが３つ、それから対象外といたしま

して７つございます。これを数値化いたしまして、総合評価ということになりますが、見てい

ただいたとおり大部分がＢというふうになっていますので、総合的にはＢ評定ということにな

っております。これが、29年度の評価ということで、今後とりまとめさせていただきたいとい

うふうに考えております。 

 それでは、１つ目の議題が終わりましたので、ここで休憩をとりたいと思います。こちらの

時計は今45分ぐらいですので、10分間休憩をとらせていただいて、14時55分再開ということで

よろしくお願いいたします。 

午後２時４６分 休憩 

午後２時５６分 再開 

○諏訪課長補佐 それでは、そろそろ後半を進めさせていただきたいと思います。 

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

度から29年度の中期目標期間終了後の業務実績に関する評価でございます。 

 昨年度に評価していただきました25年度から28年度の実績と中期目標期間最終年度の29年度

の見込みを立てて評価した見込評価について、29年度実績を加えまして中期目標期間を評価す

るということになります。項目につきましては基本的に同じでございますので、説明を少し割

愛させていただく場合もあろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 まず、資料４でございますが、３枚めくっていただいたところに、項目別評定総括表という

一覧がございます。これが、これまでの評価の経過と先ほどの29年度の実績評価（案）を落と

し込んだものに加えまして、それを踏まえて見込評価の隣に期間実績評価を落とし込んだもの

を一覧表にしてございます。ただし、25年度につきましては評価の基準がちょっと異なってお

りまして、26年度以降はＢ評定というのが基本となっておりますが、25年度まではＡ評定が基

本となっておりました。Ａが今のＢに当たるような基準となっていまして、少し評価の基準が

違っております。26年度以降は独法改革が行われた後の主務大臣が行う評価の基準となってい

ますので、そこは誤解のないようにしていただきたいと思っております。 

 それでは資料３の概要によりまして説明に入らせていただきたいと思います。 

 １ページ目でございます。 
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 第１、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置でございます。 

 １、事業の効率化、（１）事業費の削減度合、平成24年度対比５％以上でございまして、こ

ちらにつきましては定量評価となっておりまして、年度ごとの削減率目標を大幅に上回る削減

となったものの、保険金及び代位弁済費の支出が24年度予算で想定したよりも大幅に減少した

ことによる影響もあることを踏まえまして、Ｂとしております。 

 （２）事業費の削減に向けての取組でございまして、以下、（３）（４）とございます。そ

れぞれ農業信用保険業務、林業信用保証業務、漁業信用保険業務についてでございます。 

 （２）につきましては、事前協議、モラルハザード対策を実施しておりまして、Ｂ。 

 それから（３）でございますが、厳格な引受審査、債務保証先のフォローアップ、モラルハ

ザード対策を実施しており、Ｂ。 

 （４）につきましては、事前協議、事故率の高い緊急融資資金等の厳格な引受審査を実施し

ており、Ｂでございます。 

 （５）につきましては、共済団体等に対し民間金融機関から融資を受けるよう促すための取

組でございまして、こちらはＢにしております。 

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

ております。 

 ２ページ目でございます。 

 （７）でございますが、「民でできることは民で」の検討。これは農業・漁業信用保険業務

でございまして、こちらもＢという評価でございます。 

 ２、信用リスクに応じた保証・保険料率の導入でございます。 

 こちらは農業信用保険業務でございますが、信用リスクに応じた保険料率の適用、運用を中

期目標期間の早期に導入していること、また、データベース化、それからデータの蓄積、シス

テム構築に向けての具体的な検討を進めているということで、Ａとしております。 

 ３、業務運営体制の効率化でございます。 

 （１）組織体制・人員配置の見直しでございます。こちらについては、業務体制の効率化を

勘案して人員配置を行っており、Ｂにしております。 

 （２）の効果的な研修の実施。こちらは、研修を実施しているということでＢにしておりま

す。 

 ４の経費支出の抑制でございます。 

 （１）支出の要否を検討し、一般管理費を24年度比で15％以上の削減ということでございま
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して、一般管理費につきましては先ほどの29年度と同様に、システム経費の支出があったとし

ましても削減率は120％以上になるということで、目標を達成しているということで、法人の

自己評価ではＢ評価のところを主務大臣の評価でＡ評価としております。 

 ３ページ目でございます。 

 （２）業務の見直し及び効率化でございます。無駄な支出の削減に向けた取組目標を設定し、

役職員に周知を図っており、Ｂでございます。 

 （３）政府の総人件費削減の取組を踏まえた適切な対応。こちらについてはＢ評価にしてお

ります。 

 （４）ラスパイレス指数を中期目標期間中は100を上回らない水準とするということにつき

ましては、第３期中期目標期間中の全ての年度で100を下回っており、Ｂでございます。 

 ５、業務実施体制の強化でございます。 

 （１）内部監査の適切な実施と改善状況のフォローアップの実施でございます。こちらは、

総務省行政評価局及び会計検査院主催のセミナー等に職員を積極的に参加させること等によっ

て、内部監査体制の充実・強化に取り組んでいるということで、Ｂでございます。 

 （２）役員会による理事長の意思決定の補佐でございます。役員会を定期的に開催するとと

もに、必要に応じて臨時に開催しているということで、Ｂでございます。 

 （３）内部統制委員会による適切なモニタリングの実施。こちらについてはモニタリングを

実施しているということで、Ｂでございます。 

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

状況のチェック及びフォローでございまして、こちらは外部有識者を含むコンプライアンス委

員会を毎年度開催し、コンプライアンス推進に向けた取組を着実に実施しているということで、

Ｂでございます。 

 ４ページ目でございます。 

 （５）リスク管理委員会による統合的なリスク管理の的確な実施でございます。外部有識者

を含むリスク管理委員会を開催し、統合的なリスク管理を実施しているということで、Ｂでご

ざいます。 

 （６）事務リスク自主点検等を実施し業務改善へ反映。こちらにつきましては、自主点検、

それから業務適正化を着実に図っているということで、Ｂでございます。 

 （７）目標管理の導入による適切な人事評価、業績及び勤務成績等の給与・退職金等への一

層の反映。こちらにつきましては、人事評価実施規程に基づきまして、人事評価を着実に実施
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し、給与等に反映しているということで、Ｂでございます。 

 （８）評価・分析の実施、その結果の業務運営の着実な反映ということで、こちらにつきま

しては理事長等が出席する役員会におきまして意見交換をして、対応方針を決定した上で業務

運営に反映しているということで、Ｂにしております。 

 （９）情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化の取組でございます。こちら

は情報セキュリティに関する規程の整備、連絡体制の整備、それからＣＩＯ補佐官の設置など、

情報セキュリティ対策の向上に取り組んでいるということで、Ｂでございます。 

 ６、業務運営の効率化等を踏まえた情報システムの整備でございます。効率化につながるシ

ステム改善を図ったほか、ＣＩＯ補佐官を設置しているということで、Ｂにしております。 

 ５ページ目でございます。 

 ７、調達方式の適正化でございます。 

 （１）調達等合理化計画に基づく一般競争入札等の着実な実施でございます。随意契約等見

直し計画や調達等効率化計画に基づき一般競争入札等を着実に実施しており、Ｂとしておりま

す。 

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

施でございます。こちらにつきましては、契約手続きの適正化を図っているということで、Ｂ

となっております。 

 （３）取組状況の公表でございます。公表すべき契約は全て公表しており、Ｂでございます。 

 （４）監事及び会計監査人による監査の実施でございまして、こちらは監事による契約に係

る事前事後チェックや会計監査人による期中、期末監査が実施されており、Ｂでございます。 

 第２、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置、１、事務処理の迅速化でございます。 

 （１）保険引受審査等業務に応じた標準処理期間の達成、案件の85％以上の処理でございま

して、こちらにつきましては、各業務全てで目標を達成しているということで、Ｂでございま

す。 

 （２）保険引受や支払審査等について、関係機関との情報共有・意見交換。こちらにつきま

しては、基金協会との要綱協議、事前協議や現地協議が実施されているということで、Ｂでご

ざいます。 

 ６ページ目でございます。 

 （３）業務処理の方法の見直しでございまして、こちらにつきましては、具体的には、林業
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信用保証業務において、出資に係る手続きの都度要していた出資証券を廃止、残高証明書によ

り出資持分を通知することで利用者が現持分を確実に確認できるようにするなど、利用者負担

の軽減、出資に係る手続きの簡素化、それからリスクの軽減が図られているということでござ

いまして、本取組により、今後の事務処理の迅速化も期待できることから、Ａということで評

価しております。 

 ２、情報の提供・開示でございます。 

 （１）情報開示の充実を促進につきましては、国民一般や利用者に対して適切かつ迅速に情

報開示を行っており、Ｂとしております。 

 （２）業務内容等に応じたセグメント情報の開示を徹底。こちらにつきましては、ウェブサ

イトにおいて、決算情報などについて情報開示を行っており、Ｂとしております。 

 （３）利用者意見の業務運営への適切な反映、苦情への適切な対応。こちらにつきましては、

意見交換及びアンケート調査により、利用者等からの意見・苦情を把握しており、Ｂでござい

ます。 

 （４）職員の勤務条件の公表。こちらにつきましては、改正の都度、公表しているというこ

とで、Ｂとしております。 

 ７ページ目、第３、財務内容の改善に関する事項、１、適切な保険料率・保証料率・貸付金

利の設定でございます。 

 こちらは（１）（２）（３）がそれぞれ農業信用保険業務、林業信用保証業務、漁業信用保

険業務となっておりまして、（１）の農業につきましては、毎年度料率算定委員会において現

行の保険料率水準、それから現行の保険料率の見直しの検討を行っており、また、被災農業者

が農業経営の再建を図るための資金について、災害特例保険料率を導入するとともに、日本再

興戦略2016において示された農業融資活性化の方向に即しまして保険料率水準を２割程度引き

下げたこと、さらに信用リスクに応じた保険料率の導入、28年度に措置した災害特例保険料率

を0.02％引き下げているということで、Ａとしております。 

 （２）の林業でございますが、こちらにつきましては、毎年度の料率算定委員会において、

業務収支の状況、代位弁済の発生状況を踏まえた保証料率の点検がなされているということで、

Ｂとしております。 

 （３）漁業でございます。漁業につきましても、料率算定委員会において、現行の保険料率

水準の点検、現行の保険料率の見直しについて検討しておりまして、Ｂとしております。 

 （４）業務収支の黒字化に向けた保証料収入の増等でございまして、こちらは林業信用保証
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業務でございます。計画した保証料収入金額には及ばなかったものの、中期目標期間を通じた

業務収支差が当初計画額に比べて大幅に圧縮されたこと、保証の引受の増減は景気動向に左右

される面が強いこと、保証料収入の増加に向けて、事業者や金融機関への制度の普及、それか

ら利用拡大の取組を進めたということを考慮いたしまして、Ｃにしております。 

 （５）適切な貸付金利の設定。（５）は、農業・漁業信用保険業務であり、（６）は農業・

漁業災害補償関係業務でございまして、（５）につきましては、貸付目的や市中金利を踏まえ

て適切な金利を設定しており、Ｂ。（６）につきましても、同じくＢと評価しております。 

 ８ページ目でございます。 

 ２、引受審査の厳格化等でございまして、（１）基金協会との事前協議の実施及び事前協議

対象の拡大への取組、農業信用保険業務でございます。こちらについては、基金協会との要綱

協議や事前協議を着実に実施、26年度及び27年度において大口保険引受案件の事前協議対象範

囲を拡大、それから事故発生の抑制に努めているということで、Ｂでございます。（２）は漁

業信用保険業務でございます。こちらについても、基金協会との事前協議を着実に実施すると

ともに、26年度に大口保険引受案件の事前協議対象範囲を拡大しているということで、Ｂにし

ております。 

 （３）保証審査や求償権管理回収に係る研修会の開催でございまして、研修会を開催してい

るということで、Ｂでございます。 

 （４）信用基金の相談機能の強化でございます。適宜相談窓口を開設し、信用基金の相談機

能の強化を図っているということで、Ｂでございます。 

 （５）審査の厳格化、債務保証先のフォローアップ。こちらは林業信用保証業務でございま

す。債務保証審査協議会による厳格な審査や部分保証の拡大を行う一方で、優良な事業体への

保証利用の働きかけ、情報共有を進めるとともに、保証先のフォローアップを実施していると

いうことで、Ｂ評価にしております。 

 ３のモラルハザード対策でございます。 

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

険業務でございます。こちらにつきましては、基金協会の債務保証に部分保証が実施されてお

り、また、あり方検討会においてモラルハザード防止対策についての効果の検証が行われてい

るということで、Ｂ評価としております。 

 ９ページ目でございます。 

 （２）漁業信用保険業務でございます。こちらは金融機関に一定の責任を求めるための特別
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出資を実施しております。また、27年１月から借替緊急融資資金について大口保険事前協議の

対象となる引受額の引き下げを実施しており、また、あり方検討会においてモラルハザード防

止対策についての効果の検証が行われているということで、Ｂとしております。 

 （３）部分保証の拡充などの収支均衡に向けた取組でございます。これは林業信用保証業務

でございます。こちらは部分保証の拡大に努めており、Ｂとしております。 

 ４の求償権の管理・回収の強化等でございます。 

 （１）回収金の実績及び回収実績向上のための取組、農業信用保険業務でございます。こち

らは、第３期中期目標期間を通じた目標達成率は85.7％となっていることから、Ｃでございま

す。 

 （２）につきましては、林業信用保証業務でございます。こちらも第３期中期目標期間を通

じた達成率が80.6％でございましたので、Ｃとしております。 

 （３）漁業信用保険業務でございます。達成率は144.9％と、目標を大幅に上回っておりま

すが、27年度以降の回収実績が伸びていないこと、それから目標達成の主な要因が、当初見込

んでいなかった大口回収によるものであったことを勘案いたしまして、Ｂとしております。 

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

化等、こちらは林業信用保証業務でございます。サービサーの活用に関する費用対効果の検証

を25年度中に実施し、その結果に基づき26年３月に回収委託基準を明確化したこと、明確化し

た回収委託基準に沿って27年度から29年度にサービサー委託を実施しているということで、Ｂ

としております。 

 10ページ目でございます。 

 （５）保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収でございます。こちらは、指摘事項の一番

右にも書いてありますが、27年度から28年度にかけて保険料計算システムの不具合、それから

検証体制の不備等によって保険料・保証料の誤請求、未徴収・過徴収事案が発生したというこ

とで、Ｃ評価としております。 

 ５の代位弁済率・事故率の低減でございます。 

 （１）事故率の低減、こちらは農業信用保険業務でございまして、（２）が林業信用保証業

務、（３）が漁業信用保険業務というふうになっておりまして、（１）農業につきましては、

第３期中期目標期間中の事故率は0.05％でありましたが、29年度の評価と同様に、経済情勢等

の影響を踏まえて、Ｂにしております。 

 （２）の林業につきましても、こちらは保証でございますが、代位弁済率は1.13％となって
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おりますが、同じようにＢ評価としております。 

 （３）漁業でございますが、事故率については0.65％で目標を達成しておりますが、29年度

と同じようにＢ評価にしております。 

 ６、基金協会及び共済団体等に対する貸付金の適正な審査及び回収でございます。こちらに

つきましては、貸付審査は迅速かつ的確な処理が行われ、回収は期日どおり回収しているとい

うことで、Ｂでございます。 

 ７の宿舎の廃止に関する計画でございます。実施計画に基づき、宿舎を廃止しており、Ｂと

しております。 

 11ページ目でございます。 

 ８の農業融資資金業務に係る国庫納付でございます。農業融資資金業務に係る国庫納付とい

うことで、不要と見込まれると指摘された額については25年10月７日に国庫納付したというこ

とでございまして、評価はしてございません。 

 第４のその他の業務運営に関する重要事項ということで、長期借入金を行う場合は極力有利

な条件での借入を行うとともに、可能な限り寄託返還金を活用するということで、Ｂ評価とし

ているということでございます。 

 第５の予算、収支計画及び資金計画でございます。 

 こちらは、第３期中期目標期間中の各年度計画における予算に基づき適正な業務運営を実施

しており、Ｂとしております。 

 第６の短期借入金の限度額。こちらにつきましては、第３期中期目標期間の各年度において

中期計画に定める限度額の範囲内での短期借入ということでございまして、Ｂ評価でございま

す。 

 第７、不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画でございます。

農業融資資金業務に係る政府出資金の不要額を25年12月までに国庫納付しており、Ｂでござい

ます。 

 12ページ目でございます。 

 第９の剰余金の使途。こちらについては、目的積立金を積み立てていないということで、第

３期中期目標期間の実績はございません。 

 第10、その他主務省令で定める業務運営に関する事項でございます。 

 １、施設及び設備に関する計画は該当ございません。 

 ２の人員に関する指標でございます。 
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 （１）人員に係る指標につきましては、中期目標期間最終年度の常勤職員数及び中期目標期

間の人件費総額は、中期計画で定めた常勤職員数、それから人件費総額以内となっており、Ｂ

でございます。 

 （２）人材の確保でございます。専門知識や豊富な経験を有する人材を確保することにより

まして、業務の円滑な実施を確保しているということで、Ｂでございます。 

 （３）人材の養成でございます。研修等により、職員の能力向上を図っており、Ｂというこ

とです。 

 ３の積立金の処分に関する事項でございます。 

 農業信用保険勘定、漁業信用保険勘定、農業災害補償関係勘定及び漁業災害補償関係勘定の

前中期目標期間繰越積立金については、当該勘定で当期純損失が計上された場合には取り崩し

を行い、適切に処理されているということで、Ｂとしております。 

 資料の説明は以上でございます。 

 それでは、先ほどと同じように質疑をお願いしたいと思いますが、発言されるときは恐縮で

すが、お手元のマイクをお使いいただきまして、お願いいたします。 

 それでは、１ページ目からご意見あればよろしくお願いします。 

○服部委員 １つお聞きしたいのですが、先ほどは気がつかなかったのですが、（４）漁業信

用保険業務のところで、評価のところに書いてあります、事故率が高い緊急融資資金及び経営

安定資金とありますが、具体的にはどのようなものでしょうか。 

○溝部課長補佐 漁協の債務だとか、いわゆる経営安定も含めた借換の資金です。借換という

のはもともとある負債を、今の償還期間の中では返せないので、償還期間を延ばすために別の

お金を借り換えてやるというものですので、事故率はどうしても高くなってしまいます。です

ので、こういうものについては特別出資制度などを導入しているということでございます。 

○服部委員 ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 よろしいでしょうか。 

 それでは、２ページ目をお願いいたします。 

○高田委員 ４の（１）の評価のところです。29年度の評価でも同様だったのですが、自己評

価ではＢで、主務大臣による評価がＡ、これは良いとか悪いとかの問題ではなくて、どういう

判断基準の違いというか、視点の違いでこういう評定の差異が生じたのか。評価される側と評

価する側で評価の尺度を共有しておいたほうが、よろしいのではないかと思うのですが、いか

がでしょうか。どういう理由で、同一の事実を前提とするのにもかかわらず、このような見解
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の相違が生じたのか、教えていただけないでしょうか。 

○諏訪課長補佐 すみません、それは資料４の20ページをご覧いただければと思うのですが、

表の右側のほうに信用基金さんの自己評価をＢとした理由が書いてございまして、中ほどから

読ませていただくと、本来29年度に支出を予定していたもの、具体的にはファイルサーバの更

新、総合文書システムの更新、会議システムの導入、というのが、更新等における調整が長引

いたことによって翌年度に繰り越したということで、信用基金のほうは計画したものが年度内

にできず繰り越したということを評価されて、それでＡというのをＢに下げられたということ

なのですが、我々としては、ここは定量的なところですので、先ほども申したとおり、システ

ムに係る経費をその年度に実施したとしても、一般管理費については目標を達成しているとい

う評価をいたしまして、Ａに上げたということでございます。 

○高田委員 多分、予算というものをどう見るかという話になるのかもしれませんね。29年度

に実施すべきものを実施しなかったではないか、という点を重視するのであればＢ評定になる。

でも、29年度に実施すべきと予定したものでも、自己の責任ではなくて、どちらかというと後

発的な事由により、実施時期を次期に繰り下げることになったわけです。そうすると、このこ

と自体は別に悪いことではないと思います。しかも、当年度で何でもやろうとすると逆に弊害

が出てくることもあり得る。だから、合理的な理由があるならば、後年度負担になっても良い

ではないか、そのように思われます。定量評価に対して、諸般の事情をどこまで反映させるべ

きなのか、そこら辺の方針について教えていただければと思います。 

○出倉総括理事 先生のご指摘はもっともなところもあると思うのですが、私たち先ほど担当

補佐のほうからも話しましたように、もともとシステムの整備をしようということで予算もと

っていて、それを執行すると多分15％程度の削減はなされていますけれども、そんなに大幅な

削減にはならない。大体いい感じということでＢだろうと。 

 今の先生のご指摘にあった件ですが、私たちとしては、本来であれば、昨年度内にいろんな

サーバ等のシステムの整備のことが書いてありますけれども、耐用年数が割と近いものもあっ

たものですから、やりたいという意思があったのですけれども、先ほど申しましたＣＩＯ補佐

官といろいろ調整した結果、やはりもう少ししっかり準備をしてやらないと、逆に言うと後年

度に余計な負担がかかる。そういうことで１年繰り越したということでこうなりましたけれど

も、私たちの中では基本的にはやはり昨年度にやりたかったという、事務的な思いはあるとい

うことでＢという評価でしたけれども、主務省のほうからは、結果としては努力しているし、

しっかりやっているのでＡではないかということだったので、私たちとしては、そこはＡとい
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う評価をいただいて、またしっかり取り組んでいきたいと、こんなふうに思っております。 

○高田委員 合理的な理由があったわけですね、遅れたことに対して。つまり、今やるよりも

う少し点検してから行ったほうが良いと。せっかくそういうような合理的な判断、健全な判断

をなさったにもかかわらず、予算どおりに執行できなかったことに重きを置いた評価を下すこ

とで、本来ならＡ評定に値するのにＢ評定にしたということになりますと、逆に、今後、少し

ぐらい問題があっても、Ａを取りたいがために、多少の問題には目をつむり、予算通りに執行

してしまうことが生じ得るのではないか、その点が気になります。 

 私は、合理的な判断によってストップすべきならストップすれば良いと考えております。そ

のことによって予算の執行が後年度に先送りされたのであれば、それは勲章ものというような

ご判断を信用基金としてなさるのか、それとも予算厳格主義でいかれるのか、こう申し上げる

と誘導みたいになってしまうのですが、そこが気になっているだけなのです。 

○出倉総括理事 私たちは予算厳格主義ということではなくて、私たちの中でこの20ページに

書いてありますように、いろいろなサーバ、複数のものを整備する予定になっておりまして、

この中には先ほど申し上げた、一つは補佐官のご指摘の中で準備をしっかりというもの等もあ

りましたし、若干準備が事務的に遅れたというものもあるものですから、そういうことも総合

的に勘案しつつ、私たち今回はＢというのが自分たちの中で今後の反省も含めてしたほうがい

いということでＢという評価をさせていただきました。 

○服部委員 今の質疑応答の補足ですが、これは定量評価ですよね。この評価の要綱を見ると、

定量評価の場合は数値目標でしなさいと書いてあるので、このとおり評価したらやはりＡにな

りますね。ですので、信用基金のほうでちょっと先を読み過ぎて評価され過ぎたのではないか

ということになりませんか。 

○出倉総括理事 評価の仕方はいろいろあると思うのです。定性的な評価は割と参酌の余地が

ある。定量は○、×で終わりだという考え方も、これも一つのルールであると思うのですが、

私たちも全体を見たときに、○、×の×なのだけれども、こういう努力はしましたという部分

も、またほかの評価項目でありますし、○なのだけれど、やっぱりもう少し努力すべきじゃな

いかという部分もあります。そういう中で、私たちとしては、定量評価なのだけれども総合的

に勘案して今回Ｂという整理をさせていただいていますが、こういう今日の議論なども踏まえ

て、やはり定量評価は定量評価としてしっかりやるべきだということであれば、またそれも主

務省とも相談をして、次回以降の評価のときには反映させていきたいと思っております。 

○服部委員 そういうことだと思います。そういう要素が入ってもよいよということであれば、
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こちらの評価のやり方、基準、これを定量評価の場合は数値だけと書いてあるので、数値を中

心に評価するとか、何かそういうことが書いてあると、多分、Ｂでも納得できるかなと思いま

すので、やはり定量と定性の間にギャップがあるというか、その辺が今のＢとＡの食い違いに

出ているのかなというふうに思いました。 

○諏訪課長補佐 ありがとうございます。 

 第３期の、今、評価していただいている目標期間中のものについては、昨年からもご指摘が

あるとおり、定量、定性の評価というのがしっかり確立していないということになっていまし

て、今年度においても過去の評価の仕方とそんなに大きく変えられないところであるのですが、

ただ、定量的な部分について、先ほどのような経済状況とか過去の実績がどうかというような

ところでは分けづらい部分については、次期のほうには定性的にしているというものもありま

すけれども、はっきり努力した部分で削減の目標を達成したという部分であれば、この項目に

ついては定量でもございますし、前の関連性からするとちょっと違う評価になるかもしれませ

んが、Ａでもいいのではないかというふうに主務省としては考えたということでございます。 

○服部委員 それでいいと思うのですけど、次の指針を作られるときに定性か定量かっていう

ことと、それから定性か定量かだけで割り切れないような内容もちょっと出てきたということ

なので、そういう場合の評価はどうすればいいかというのは、この指針に組み込まれたらいい

かなという感じがします。 

○諏訪課長補佐 ご意見がありましたことは、総務省のほうとも話をしていきたいと考えてお

ります。 

○高田委員 Ａ評定かＢ評定かについてですが、信用基金の役職員にとって、努力したんだか

らＡがついて嬉しい、という感じなのですか。それともＡでもＢでも変わらないという感じな

のでしょうか。どういうお考えでＢ評定となさったのか、そこが知りたいのです。 

 政策判断に基づく優先順位が高い項目についてＡを取ろうとか、これは予算を超えるが優先

順位が高いからＣでも向こう傷なんだという判断もあるかもしれない。業務の執行を管理する

上で、このＡ、Ｂ、Ｃというのは、きちんと機能しているか。もし、Ｂでもいいやというふう

に考えられてしまっているようなことがあるとすれば、評価の意味が減殺されてしまうと思い

ます。金メダルと銀メダルは違います。銀メダルでもいいや、なんて思わないはずです。なぜ、

定量的にはＡに値するのに、定性面を斟酌してＢと自己査定してしまったのか、ちょっと気に

なっております。 

○出倉総括理事 私たち、もともとＡというのが自分たちの努力で想像以上の効果を及ぼして



 

40 

いるというのが定性的なときに出ていますので、そういう考え方の中から考えますと、今回の

ものは若干私たちの中に心苦しいところもあってですね、システムの整備なんかで。だからそ

ういう意味では、私たちが想像以上の成果という意味でのＡではないなという気持ちもあって、

さらにしっかりやるという部分はやらなきゃいけないという意味で、本来ならば定量的に言う

と数字的に見たらＡなのかもしれませんけれども、そういう意味ではＢという評価をしてさら

に頑張っていこうと、こんなつもりでＢをつけております。 

○高田委員 ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 よろしいでしょうか。 

 では、３ページ目よろしくお願いいたします。 

 なければ、４ページ目お願いいたします。よろしいでしょうか。 

 では、５ページ目。 

○服部委員 ５ページの第２の（１）のところなのですけれども、85％以上が目標のところ、

全て目標を達成したと書いてあってＢ評価となっているのですが、85％というのは件数で標準

処理期間を達成できたものが85％ということですよね。それはそれでいいと思うのですが、い

かに迅速にできたかっていうところは、どのように自己評価されているのでしょうか。60ペー

ジを見たらわかるのかな。 

○諏訪課長補佐 61ページのところに、標準処理の日数が書いてございまして、こちらそれぞ

れアからカまでございまして、例えばアの保険通知の処理と保険料の徴収については37日とし

ております。 

○服部委員 これは、その決められた日数をクリアした件数の評価ですよね。そうではなく、

それに加えて、どれぐらい標準日数よりも短くできたかというのも評価されてもいいと思うの

ですが。その辺はこの評価の指標からすると入っていないというのはわかるのですが、自己評

価というか、データとしてこれぐらい早くできたよというのは、持っておられてもいいのかな

と思っているので、具体的にはどのようなデータになるのかというのがお聞きしたかったので

す。 

○諏訪課長補佐 そうですね、今先生がご指摘されたとおり、この評価自体は標準処理期間中

に処理された件数の割合ということでやっておりまして、標準よりも早くできたものについて

のデータは、信用基金さんのほうでお持ちでしょうか。 

○出倉総括理事 目標自体は、今班長がおっしゃられたように、件数で見ているのですが、私

たちこの標準処理日数よりも何日早くやったものが何件というデータは、すみません、今日は
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持ち合わせておりませんので、また、後ほど林業の関係、特にご関心だと思いますので。 

○服部委員 特に伝えてもらう必要はないですが、そういうデータをそろえておかれたほうが

いいですよということです。 

○諏訪課長補佐 この標準処理期間でも、85％の外でこの期間を達成できなかった理由の一つ

で…… 

○服部委員 15％は達成できなかったということですよね。 

○諏訪課長補佐 達成できなかった理由を見てみましたら、信用基金の責任ではなくて、相手

先が書類について不備なものを上げたとかの理由によるところだったものですから、なかなか

一概に言えないところがございました。 

○服部委員 わかりました。 

 しかしながら、それを踏まえて、この基準はこれでいいと思いますが、やはり信用基金さん

のほうでスピーディーにやっていますというのを評価してもらったほうがいいと思うのですが。 

 今回はそれで全然問題ないので、そういう意識をされてデータを集められたほうがいいと思

いますよというコメントです。 

○出倉総括理事 ありがとうございます。標準処理期間については、定められた期間内にやる

というのも一つですし、なるべく簡易なもので早くできるものはスピードアップして返すとい

うこともサービスですので、先生の今のお話を心がけながら業務をさせていただきたいと思っ

ております。 

○諏訪課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、５ページ目、ほかのご意見ございませんでしょうか。 

 よろしければ、６ページ目お願いいたします。 

 よろしければ７ページ目。 

○高田委員 １つだけ。（３）の主務大臣による評価のところなのですけれども、ここで残高

証明の方式になったと。今まで出資証券があったのが残高証明になったわけですが、こうなり

ますと、たとえば相続が開始したときに、これを相続人が確認できなくなる恐れがあろうかと

思われます。相続が開始したときの標準手続きのようなものは信用基金で作っておられるので

すか。 

○櫻井林業管理室長 はい、作っております。 

 ちょっとこの評価とは離れるのですが、今、私どものほうから林業者等出資者に対して払戻

しの手続きをしているのですが、逆にその連絡をもらった方が、こんな出資があったんだとい
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うような状況ですので、出資証券がないからといって、不利益をこうむるということはない状

況です。 

○高田委員 証券会社などですと、毎年１回、残高明細が送られてきます。でも、郵送で通知

すると、持ってる側にとっては、とても便利なのですが、反面、証券会社側では、郵送コスト

等が掛かるものですから、そこら辺をどうやって管理するのかについて、何らかの方針があり

ますでしょうか。 

○櫻井林業管理室長 確かに先生のおっしゃるように、定期的に出資証券、出資者の残高を発

行するということは今はやっておりませんが、その代わりに今ご説明したように払戻しで林業

者等出資者にそれと同等のことをやっております。それが一段落したら、確かに先生の言われ

るように、忘れてはいけないので、担当部署とも検討してまいりたいと思っております。 

○高田委員 どうもありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 よろしいでしょうか。 

 それでは、７ページ目お願いいたします。 

○服部委員 これからいくつかＣ評価が出てくるのですが、指針によりますとＣとかＤをつけ

た場合には、その改善の対策をどうするかということについても記述すると書いてあるのです

ね。これは信用基金さんが多分記述しないといけないと思うのですが、その辺はどこに書いて

あるのですかね。細々資料を見たら書いてあるのかな。 

○出倉総括理事 資料の４のほうに個別のものがございまして、今のご指摘の例えば第３の１

の（４）であれば、85ページの裏のほうの右の端のほうに課題と対応というふうに書いてござ

います。 

○服部委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。 

 よろしければ、８ページ目お願いします。 

 よろしければ、９ページ目お願いいたします。 

○服部委員 １つ、これは先ほどと同じで、９ページの４求償権の管理・回収の強化等の

（３）で、評価はＢでいいのですけれども、大口回収による案件であったことで評定をＢとす

ると。そうでなければＡでよかったなって、ここでもやはり定量の中にちょっと定性成分が入

ってきているので、これで今回の評価で２件目ですよね。この辺もどうしていくかということ

を考えていただけたらなというふうに思いますが。 

○森漁業管理・融資室長 資料４の115ページをご覧ください。115ページのところに、25年度、
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26年度について上の表の達成率が25年度は209.7％、26年度は192.8％と高い達成率ですが、そ

の後27年度以降は110％台ということで、総合的に評価して144.9％となっておりますけれども、

これが自己評価のところに書いてございますように、特に最初の２年間、25年、26年は、東日

本大震災の被災地を中心に求償権の早期回収が図られたということで、特に高台移転の関係で、

漁業者が担保に入れていた土地の政府買上げがあって、それによる回収が図られたということ

で、こちらにも書いてあるように、当初見込んでいなかった回収がたまたま図られたというこ

とで、その後については110％程度でございますので、こちらについてはＢといたしました。 

○服部委員 わかりました。単純平均したらこうなったけれども、実態を各年度ごとに見てい

くとＢだったという話ですね。はい、ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 ほかによろしいでしょうか。 

 そうしましたら、10ページ目お願いいたします。 

○高田委員 ５の代位弁済、決してこれにこだわっているわけではないのですが、統計学の世

界では、「外れ値」ってあります。たまたま運悪くとか、異常な気象だったとかが原因で、ご

く稀に生じ、しかも、通常の値から大きくかけ離れている数値のことですが、「外れ値」の考

え方を、定量評価に取り入れられないでしょうか。 

 例えば過去の平均値を求めるときに、一番悪い値と一番いい値は、異常値だからという理由

で除き、そして残された数値を用いて平均値を算定し、これを基準値として、実績値と比較す

る。「外れ値」を除外しないと、平均値に偏りが生じてしまい、定量評価する方針であるにも

かかわらず、結果として定性評価にならざるを得なくなってしまい、判断基準としての有効性

が減殺されてしまうと思います。「外れ値」を除外して平均値を算定するとか、そういうよう

な考え方があっても良いのではないか、そのような思いが頭に浮かんだものですから、コメン

トをさせていただきました。 

○諏訪課長補佐 今のご意見につきましては、今評価していただいています第３期目標の目標

数値自体が過去の平均から目標値を定めたということでございますので、今、高田委員のおっ

しゃった内容については、定性的なものもあるということでございますが、評価の仕方につい

ては今後検討させていただければと思っています。 

○服部委員 ちょっと今の発言に補足していいですか。 

 最小値と最大値を外して中で平均をとるというのは、評価とかそういうところはいいと思う

のですけれども、これは実態ですよね。東日本大震災が起こって九十何％になったということ

も。ですので、それを外して評価をすると、やはりまずいのではないでしょうか。何かそれ以
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外のことで考えないと、実態の数値で高いのと低いのを無視して、残りの平均をとるというこ

とをやると、ちょっと怖いかなと思いますので、その辺はまた考えていただいたらと思います。 

○諏訪課長補佐 ありがとうございます。いただいたご意見をまた我々も勉強させていただき

まして、評価につなげていきたいと考えております。 

 それでは、10ページ目のほうはよろしゅうございますか。 

 では、11ページ目よろしくお願いいたします。 

 では、12ページ目ございますでしょうか。 

○服部委員 12ページの一番最後の３の積立金の処分に関する事項で、業務実績のところに括

弧づきで年度ごとに書いてあるのですが、これはどういうことでしょうか。 

○出倉総括理事 実際に取り崩した年のことが書いてありますので、毎年度取り崩しているわ

けではなくて、案件があったときに取り崩しているということでございます。 

○服部委員 はい、ありがとうございます。 

○高田委員 第10の２の（３）のところ、人材の養成で、同一ポストに長期に在籍する職員を

把握しつつ、とありますが、具体的には最長何年で、その方はなぜそのポストに長期間とどま

っておられるのか、その理由を教えていただければと思います。 

○出倉総括理事 それは実際にということですね。 

○高田委員 はい、実際に。 

○出倉総括理事 今、具体的なデータがあるわけではないのですが、６年という者もおりまし

た。それは業務が継続していて、どうしてもその業務が終わるまで替われないという事情の中

でそういう者もおりましたが、基本的には私たちも金融機関としての考え方もありますので、

４年から５年を一つのタームにしつつ、それを超えるものは本当に事情があるもの、それも極

力やらないという形の中で人事をしています。 

○高田委員 ６年ですか。例えば任期３年でローテーションし、１年程度オーバーラップさせ

る形で、情報を共有する期間を１年間ぐらいとって、交代がスムーズにできるようにするのが

望ましいように思います。特定の人に５年も６年も同一の業務を行わせると、その人に事故が

あった場合に、対応が難しくなるように思います。標準の在任期間を定め、かつ、何らかの形

でバックアップの人を補助につけておくみたいなことはなさらないのでしょうか。 

○出倉総括理事 私たちは基本的には、課単位といいますか、課の単位で大体１課３名とか４

名でやっております。その中でフォローしつつなのですけれども、たまたまその方はちょうど

こういう中期目標の期間の最後の評価の年で、本当は５年というタームの中でやっていたので
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すが、最後１年延びてしまったということになりましたけれども、そこはその方のノウハウは

しっかり課の中で共有をして、今は引き継ぎをさせていただいていると、こういうことでござ

います。 

○高田委員 在任期間が長くなると弊害が生じるのは、特にフロント部門で業務に当たってお

られる方だと思います。融資先等に情が移って客観的な判断ができなくなったりとか、そうい

う問題が生じ得るので、一定期間を超えてはいけないと思うのです。この点は配慮しておられ

るのですか。 

○出倉総括理事 特にフロント業務については、今申しましたように、５年というのを最大、

基本的には４年から５年で異動させるということにしています。 

 ちなみに先ほどの６年の者は、内部管理の業務を担当しておりました。 

○諏訪課長補佐 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

○関委員 さっき聞けばよかったのかもしれないのですけれども、常勤の職員さんの世代で考

えたときに、ちょっとそういうのはいろいろ別のところであったので聞くのですけれども、満

遍なくその世代がそろっている状況が維持されているのか、それともちょっとある世代が非常

に少なくてというような課題があるのか、ちょっとその辺を知りたくて。 

○出倉総括理事 今、確たるデータはないのですが、私たちこの110名ちょっとぐらいの職員

だということと、もう一つは私たちの組織自体が農と林と漁と３業務が合併していて、ベテラ

ンの職員は統合前の法人の採用であるということ。それからもう一つ、独立行政法人という形

態の中で、役所からの出向者も多く受け入れているということもあって、年齢の中には若干の

偏りのある部分も実はあります。ただ、そこは例えば役所からの出向者の受け入れで補填をし

たりとか、あと系統の金融機関の方に来ていただいてノウハウを提供していただいたりという

ようなことで、うまく補いながらやっています。 

 それから、ここ十数年は、基本的には113名を40年で割ると大体３名ぐらいなものですから、

大体毎年３名から４名程度の採用を継続してきておりますので、最終的にはきれいな形で、こ

の人たちが育ってくれれば私たちの信用基金を担う人材になっていただける、こんなふうに考

えております。 

○関委員 ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 よろしゅうございますか。 

 それでは、次は資料４の表紙から３枚目にございますけれども、29年度と同じように71の項
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目がございまして、Ａがこちらにつきましては４つ、それからＢが59、Ｃが４でございます。

それから評価対象外が４つということで、このような状況になってございまして、これを総合

的に判定いたしますと、Ｂという評定になるところでございます。これが第３期中期目標期間

評価ということで、今後取りまとめをさせていただきたいと考えておりますが、よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

（「賛成」の声） 

○諏訪課長補佐 ありがとうございます。 

○服部委員 １つ、25年度の評価の指針が26年度以降と違うということだったのですけれども、

25年度はＳというのもあったのですか。 

○諏訪課長補佐 Ｓはありません。 

○服部委員 Ａが一番上だったのですか。 

○諏訪課長補佐 はい。 

○服部委員 それでＡが標準みたいな形で評価されたのですか。 

○諏訪課長補佐 そういうことです。 

○服部委員 そうですか。 

○千年委員 非営利の法人ということで、この評価諸項目については理解したつもりなのです

が、改めて今日お話を拝聴していますと、例えば収入に関しても保険料収入とか、回収金収入

などは、経済情勢とか、各産業の融資の関係とかに影響を受けるという説明をされるだけで、

実際どうなったかという点については、損益計算書、貸借対照表、財務諸表において、多分こ

こが影響を受けたところだろうと理解できるのですけれども、なかなか見えづらいというとこ

ろがございます。 

 特にこの５年間を対象にした場合、今回その間の財務諸表は載っていませんから、実際、収

入がどう推移したのかとか、他方、費用はどうなっているかという点がわからない、見えにく

いというところがございます。評価項目と関連させた経営の成果、大体、利益が年間どのくら

いになっているかという議論も今日、出てこない。これは、評価項目に入っていないので、や

むを得ないとは思います。しかし、評価とは関係ないかもしれないのですけれども、そういっ

たバック資料があると諸事業の大体の規模とか、事業の内容とかがわかりやすいというところ

がございます。次回、この点を少し工夫していただければと思います。 

 それともう一つ。これは以前も聞いたかもしれませんけれども、財務諸表についてですが、

法人単位１つと、ほかに勘定５つに分かれて会計処理されていますよね。一般管理費とかはど
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のようにアロケーションなされているのでしょうか。 

○出倉総括理事 すみません、もう一度お聞きできますか。 

○千年委員 一般管理費は法人全体に係るものですが、全て勘定ごとに分けていますけれども、

その分け方はどのような方法でなされているのでしょうか。 

○出倉総括理事 私たちは、法律で区分経理を求められておりますので、基本的には各勘定に

係る経費は各勘定で見るということなのですが、私たちのような総務部門の人の給与とか、業

務に係る経費とかというのは、私は今日は林業の仕事します、というわけではありませんので、

区分できませんので、それは共通経費ということが認められておりまして、共通経費で支出を

して、最後に、例えばこれはいろいろ国との間で、それぞれの部門の人数割で負担をしてもら

うとか、もしくは業務によってはそれぞれの業務を等分で負担するなどといったルールの中で

共通経費というのが認められており、それでやらせていただいていると、こういう形になって

おります。 

 最後、決算書になったときには、その配分された後の額がそれぞれの勘定に入っていると、

こういう状態になっております。 

○千年委員 あともう一つだけ。これはつまらないことかもしれませんけれども、有価証券の

利益は額としては大きいですよね。それ自体はいいのですけれども、具体的にはどのような運

用の仕方をしているかということと、また、こういった利益で黒字が出た場合、職員の賞与等

には反映しているのでしょうか。ラスパイレス等の条件があり、厳しいのはわかるのですが。 

○出倉総括理事 余裕金の運用のことでしょうか。基本的には私どもは、定期預金と債券、そ

れも地方債とか公共的な機関の債券とか、こういうものしか買えないように政令上の縛りがあ

りますので、基本的には損の出ないようなものしか買ってないです。ただ、一部、公共的な会

社でも突然つぶれてしまったりとか、こういう場合は過去にも損を一時出したことはありまし

たが、それはやむを得ない事情でなったという整理をいたしまして、そのときは特段それが運

用担当の給与等に反映されたということにはなってございません。 

 今申しましたように、運用利益は私たちそこで利益を上げるためにやっているわけじゃなく

て、経費を賄うためにやっていますので、基本的には安全運用ですから、リスクをとって益を

出すというような運用をしておりませんので、そういう意味で給与に反映するというシステム

はとってございません。 

○高田委員 興味本位とのお叱りを受けるかもしれませんが、事実上のゼロ金利下で、国債の

利回りが低いですし、定期預金に預けようとしても大口だと銀行が受け付けてくれないことも
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あります。資金を安全確実に運用する方法を新たに模索しければならず、ご苦労されているの

かなと思うのですが、いかがですか。 

○出倉総括理事 大変苦労しておりまして、預金も金利はほとんどつきません。それからいわ

ゆる譲渡性預金というものも最近はなかなか受け付けていただけないような金融機関も出てお

ります。ただ、ここから利益を出したものはうまく業務に使うということになっておりますの

で、どういう形でやっていくのかというのは、この低金利の中、しっかり考えていかなきゃい

けないというふうに思っております。 

○高田委員 少しだけ。 

 例えばキャッシュ・プーリングという運用手法がありまして、１つの法人だけで資金運用す

るにはロットが小さすぎる場合、どこかがまとめて、一括して運用する方法も考えられます。

そのような運用を独立行政法人はとれないのですか。 

○出倉総括理事 今の法体系ではできないと思います。 

○諏訪課長補佐 運用できるものが決まっているということになっていますので、そこはちょ

っとまた制度を見直す必要が出てくるということになります。 

○高田委員 ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 どうもありがとうございました。 

 それでは、一通り皆様のご意見をいただきましたので、この辺で議事が済んだということで

ございます。先ほど申し上げましたとおり、この有識者会議で出たご意見につきましては、最

終評価書を作成する段階では反映させていただくということと、それから８月中には評価書を

公表して、総務省に提出するというような手続きで今後進めてまいりたいと考えております。

その際には、また本日の有識者会議の議事録について公表させていただきたいということです

ので、また後ほど議事録についてご確認をお願いしたいと、このように考えております。 

 本日の有識者会議につきましては、これで終了させていただきたいと思います。 

 委員の皆様につきましては、任期は来年の３月までということですので、いろいろとまたご

相談させていただければと存じますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

午後４時１６分 閉会 


