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独立行政法人評価有識者会議 

農林漁業信用基金部会 

 

日時：令和元年７月２５日（木）  

会場：農林水産省経営局第２会議室 

時間：１３：２７～１５：２７   

 

 

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３０年度に係る業務の実績に関する評価結果（案）

について 

  ・評価結果（案）について報告 

  ・質疑応答 

（２）その他 

３．閉  会 
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午後１時２７分 開会 

○諏訪課長補佐 それでは、ちょっと時間は早いですが、皆さんおそろいということで始めさ

せていただきたいと思います。 

 今日は、去年と比べて大分会議室が狭くなって、ちょっと窮屈な感じでございますけれども、

ご辛抱いただければと思います。 

 本日のお集まりの委員の皆様、関係各位の皆さんにおかれましては、お忙しい中、今日の独

立行政法人評価有識者会議の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。資料の説明と司会の進行をさ

せていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 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

次第がございます。その次に委員の名簿がございます。その次に、本日ご出席していただいて

おります出席者名簿がございます。その次に配付資料一覧がございます。これが１つ目でござ

いまして、資料の中身につきまして、資料の１、それから資料２がございまして、資料１につ

きましては、30年度に係る業務の実績に関する評価結果（案）の概要でございます。それから、

資料２につきましては、これが評価書（案）でございまして、この２つが１つのセットになっ

ているということでございます。 

 次に参考資料になりますけれども、参考資料１で独立行政法人評価に関する指針、その次に

農林水産省独立行政法人評価実施要領というのが参考２でございまして、参考３で30年度業務

実績評価に係る総合評定の一覧ということになっております。その次に、資料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ものがございます。

それから、参考５で財務諸表、最後に参考６で本日評価を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があります。 

 以上、皆さん、おそろいでしょうか。もし不足等がありましたら事務局から配付いたします

が、よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまから農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林漁業信用基金部会を開

催いたします。 

 委員の皆さんにおかれましては、大変ご多忙の中、全員の委員の皆様にご出席していただい

ておりまして、改めましてありがとうございます。委員の皆様は、今年の４月１日から新たな
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任期となっておりまして、令和３年の３月末までの２年間、委員を務めていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、独立行政法人の評価につきまして簡単に説明させていただきます。 

 この評価につきましては、独立行政法人通則法に基づき主務大臣が行うことになっておりま

す。そして、この主務大臣が業務実績の評価を行う際には、評価の実効性を確保するという趣

旨で外部有識者の知見を活用することになっております。本日は、農林水産省の評価実施要領

に基づきまして有識者会議を開催するということでお集まりいただいております。 

 昨年は、平成29年度の業務実績と、それから第３期中期目標期間、これは平成25年度～29年

度でございますけれども、その目標期間が終了したということで、中期目標期間終了後の業務

実績に関する評価を行いました。本年度につきましては、平成30年度の業務実績評価のみを行

うこととなっております。説明に当たりましては、時間も限られておりますので、簡潔に進め

たいと思いますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、改めまして、初めに有識者委員の皆様方をご紹介させていただきます。 

 まず、私から見て左手から、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 それから、続きまして、右側の黒田委員でございます。 

○黒田委員 黒田です。よろしくお願いいたします。 

○諏訪課長補佐 続きまして、田中委員でございます。 

○田中委員 田中でございます。よろしくお願いいたします。 

○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 高田です。よろしくお願いします。 

○諏訪課長補佐 以上４名の方からご意見をいただくことになりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 本日、委員の皆様のほかに、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

融課の課長補佐に出席いただいております。そのほか、農林漁業信用基金の出倉総括理事をは

じめとしまして各担当者が出席しておりますので、ご意見、ご質問等につきましては、我々な

いし信用基金からご回答を差し上げたいと思っております。 

 簡単に自己紹介をさせていただきます。 

 改めまして、私、経営局金融調査課の諏訪と申します。今日はよろしくお願いいたします。 

 それから、右手に財務省の政策金融課の村上補佐でございます。 
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○村上課長補佐 村上です。よろしくお願いいたします。 

○諏訪課長補佐 それから、その右隣が水産庁の水産経営課の黒田補佐でございます。 

○黒田課長補佐 黒田です。よろしくお願いします。 

○諏訪課長補佐 その隣が水産庁の漁業保険管理官の…… 

○矢澤指導官 矢澤と申します。 

○諏訪課長補佐 ちょっと補佐が、お手元の座席表とは違っておりますが、矢澤さんでござい

ます。 

○矢澤指導官 矢澤と申します。よろしくお願いいたします。 

○諏訪課長補佐 それから、私の左手でございます。林野庁企画課の黒木補佐でございます。 

○黒木課長補佐 黒木でございます。よろしくお願いします。 

○諏訪課長補佐 それから、その隣が経営局保険監理官の堀井専門官でございます。 

○堀井経営専門官 堀井でございます。よろしくお願いします。 

○諏訪課長補佐 それから、そちら側の信用基金のほうでございますが、出倉総括理事のほう

から、役職員のご担当も含めて簡単にご紹介いただければと思います。 

○出倉総括理事 まず、私、総括理事をやっております出倉と申します。今日はよろしくお願

いいたします。 

 私のほうから担当のご説明をしたいと思います。 

 まず、私の左隣ですけれども、栗原総括調整役です。全体を見ていらっしゃいます。 

○栗原総括調整役 栗原でございます。よろしくお願いします。 

○出倉総括理事 それから、その隣が水川企画調整室長で、中期計画とか年度計画とかの担当

をしております。 

○水川企画調整室長 よろしくお願いいたします。 

○出倉総括理事 その隣が永尾農業調整室長でございます。 

○永尾農業調整室長 永尾でございます。よろしくお願いいたします。 

○出倉総括理事 農業信用保証を担当しております。 

 それから、その隣が井上林業調整室長でございます。 

○井上林業調整室長 井上でございます。よろしくお願いします。 

○出倉総括理事 林業を担当しております。 

 それから、そのお隣が森漁業調整室長でございます。 

○森漁業調整室長 よろしくお願いいたします。 
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○出倉総括理事 そのほか、今日、内部管理の関係の担当が来ておりますので、難しいことは

担当のほうからお答えさせていただく部分もあると思います。よろしくお願いいたします。 

○諏訪課長補佐 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、今日の議事進行についてご説明させていただきたいと思います。 

 今日は、30年度の業務実績評価について、資料１が評価結果の概要でございまして、こちら

を中心に説明させていただきたいと思います。各評価項目の右端に評価書の該当ページが記載

されておりまして、詳細については、その資料２をご覧いただきながら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、総合的な評定について説明を行いまし

て、質疑応答というようなスタイルでいきたいと考えております。 

 それから、評価の基準につきましてご説明いたします。参考資料１をご覧いただきたいと思

います。 

 こちらの資料は、独立行政法人の評価に関する指針がございます。これに基づきまして評価

を行うことになります。農林漁業信用基金は中期目標管理法人ということで、こちらについて

は４ページから20ページまでがこの法人の評価の方法ということになっております。 

 ４ページの下をご覧いただければと思います。 

 ３の（１）のところに年度評価というのがございまして、次の５ページの下から６ページに

かけまして記載されております③のところに、年度評価は、当該法人による自己評価の結果を

踏まえ、法人の業務の実施状況を調査・分析し、その結果を考慮して各事業年度の全体につい

て総合的な評定を行うこととされております。 

 評価につきましては、10ページの７の（１）をご覧いただければと思います。 

 こちらには、原則としてＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で評価することになっておりまして、

その基準としてはＢを標準とするということになっております。それぞれの評定区分は11ペー

ジにございますが、Ｓについては、中期計画を量的・質的に上回る顕著な成績が得られると認

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

れる場合、それからＢについては、中期計画における所期の目標を達成していると認められる

場合、定量的に見た場合は100％以上120％未満となっております。今回の当信用基金の評価に

つきましては、ほとんどが定性評価というふうになってございます。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ございまして、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ふうになってござい

ます。このため、基本的にはＢという評価がつくことになるかと思います。 
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 それぞれの評価項目について、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという評価をしてまいりまして、参考４

の信用基金の業務の実績に関する評価基準に基づきまして、その評価項目を点数化する形で総

合的に判断して、この法人の総合評価をするという流れになっております。 

 それから、資料２の評価書（案）についてですけれども、この資料２の評価書（案）におい

ては、これは法人の業務実績自己評価と、それから、その下、例えば３ページをお開きいただ

きますと、その３ページの一番下の４のところに、主務大臣による評価というところと、その

他参考情報という記載がございます。 

 それから、評価に至った理由欄の記載についてですけれども、恐縮ですが、また参考１の指

針の７ページをお開きいただけますでしょうか。 

 ７ページの（３）の中段のところに「特に」という段落がございます。そこに、自己評価が

Ｂであって、主務大臣による評価に基づく評語も同一となる場合、この場合は目標が達成でき

た状態であること、それから、自己評価の分析が妥当であることが明らかであればよいという

ことで、「自己評価書の『Ｂ』との評価結果が妥当であると確認できた」旨の記載で足りると

いうことになっておりまして、今回、我々が点検した結果、こちらのＢという自己評価が確認

できたということで、このような記載をさせていただいております。 

 それから、今年から各勘定業務単位で主要なインプット情報といたしまして、予算決算の分

析をしております。 

 例えば、また恐縮ですが、資料２のところの１ページをお開きいただけますでしょうか。 

 こちらの１ページの２のところで、主要な経年データ、主要なインプット情報、これが１ペ

ージは農林信用保険勘定ということで、予算決算等をこちらに記載しているというのが今年か

ら取り入れてございます。その結果につきましては、先ほど申しました３ページのところの一

番下の５の参考情報というところで分析をしているということで、各勘定、こういうことで５

つの勘定について表記しているというのが昨年と違っているところでございます。 

 それでは、資料１のほうでご説明に入らせていただきたいと思いますが、ここまでで何かご

質問等ございますでしょうか。 

 それでは、早速ですが、資料１の概要のほうで簡単に説明させていただきます。 

 資料１はＡ３の横長の表になっております。まず、この表のつくりでございますけれども、

一番左のほうが平成30年度の評価項目及び計画ということになっておりまして、第１と書いて

ある、ここが項目でいいますと大項目になります。それから、アラビア数字の１と書いてある

ところが、これが中項目に該当します。その下の（１）と書いてあるのが、これが小項目に該
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当いたしまして、その下に30年度の信用基金の年度計画の概要を書いております。これにつき

ましては、概要で説明する際に計画どおりやったかどうかが対比できない、ちょっと見にくい

という話もございましたので、このような形にしております。 

 その右側に業務実績という欄がございます。こちらについては信用基金の取組の概要が書い

てございます。それから、その隣の右側に信用基金による自己評価、評定と評価に至った理由

という記載がございます。それから、その一番右側に主務大臣による評価（案）ということで、

評定と評価に至った理由というのがございまして、ここでは信用基金の自己評価が妥当である

と評価しております。 

 それでは、第１のほうから説明させていただきたいと思います。 

 第１、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

とるべき措置ということで、１が農業信用保険業務ということで、（１）の融資機関等に対す

る普及推進・利用促進の取組でございます。 

 計画は、基金協会と一体となって、融資機関等関係機関への訪問等により積極的な情報交換、

それから保証保険制度の普及推進、利用促進の取組を実施ということでございまして、そこの

業務実績のところでは、基金協会とともに融資機関等を訪問、30融資機関及び７農業団体等関

係機関において融資保険制度の説明及び情報収集をしたということで、基金協会と一体となっ

て、融資機関等関係機関への訪問等により積極的な情報交換、それから農業信用保証保険制度

の普及推進、並びに利用促進の取組を実施しているということで、Ｂ評定ということでしてお

ります。 

 それから、（２）でございます。（２）は適切な保険料率・貸付金利の設定ということでご

ざいまして、これにつきましては、料率算定委員会において点検を実施、それから保険料率の

引下げ、それから災害特例保険料率の適用の見直しが行われておりまして、また、信用リスク

に応じた保証・保険料率について検討の経緯を取りまとめるなど、それから、システム構築に

向けた検討が行われていることが確認できておりましたので、Ｂというふうにさせていただい

ております。 

 それから、（３）の保険事故率の低減に向けた取組でございます。保証要綱等の制定・改正

に伴う協議、それから大口保険引受け案件、大口保険金額請求案件の事前協議を全件実施した

ということでございます。それから、業務運営の検証委員会において、事前協議を全件やった

ということと、現在実施されている部分保証、ペナルティー方式の導入効果の検証など方策が

検討されているということと、大口保険引受け先を中心とした期中管理が実施されており、Ｂ
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ということにしてございます。 

 それから、（４）求償権の管理・回収の取組でございます。こちらについては、回収実績の

進捗管理、それから基金協会との現地協議の実施等、回収向上に向けた取組が確認されており

ますので、Ｂということにしております。 

 それから、（５）の利用者のニーズの反映等でございます。こちらにつきましては、利用者

のニーズを把握するため、農業法人協会、それから融資機関の全国団体等と幅広く意見交換を

行うということと、それから、基金協会の保証利用の現状・動向を把握するための調査、それ

から融資機関に対して保証保険制度や農業融資に対する意識等を把握するための調査を実施し

ているということ、それから、２つ目は、災害等の相談窓口の開設が確認されておりますので、

Ｂということにしてございます。 

 それから、２ページ目でございます。 

 ２ページ目、（６）事務処理の適正化及び迅速化でございます。大口保険引受け案件の事前

協議について、一定の要件を満たす場合にヒアリングを省略したりですとか、あと、事前協議

について、引受け後の保険価額残高を１億円から２億円に引き上げる見直しを行ったこと、そ

れから保険引受け、保険金支払い等の業務につきまして全て標準処理期間内に処理されている

こと、それから、保険料については確実に徴収、貸付金については期日どおり確実に回収され

ているため、Ｂということにしてございます。 

 それから、２の林業信用保証業務についてでございます。 

 （１）の融資機関等に対する普及推進・利用促進の取組についてでございます。こちらにつ

きましては、融資機関等関係団体への訪問、制度資金や法令改正の説明等による積極的な普及

推進、それから利用促進に取り組んでいること、それから戦略的な方策の検討を取りまとめて

いるということからＢとしております。 

 それから、（２）適切な保証料率の設定でございます。これにつきましては、保証料算定委

員会において業務収支や代位弁済の状況等を踏まえ、保証料率水準の点検を実施していること

から、Ｂということでございます。 

 それから、（３）代位弁済率の低減に向けた取組でございます。こちらにつきましても、代

位弁済率が抑制されるよう適正な審査、適切な期中管理、部分保証や融資機関のプロパー融資

との組み合わせに取り組んだほか、融資機関とも適切に情報共有を行っているということから、

Ｂにしてございます。 

 それから、（４）でございます。求償権の管理・回収の取組。求償権の回収向上に向けまし
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て、回収方策等に関する検討会の開催、それから、回収の進まない先に対しては催告書を送付

する、それから、現地訪問による面談、それから法的手続を実施する等、回収方策の見直し等

を行っているということでＢにしてございます。 

 それから、３ページでございます。 

 ３ページにつきましては、（５）利用者のニーズの反映等でございます。都道府県林業関係

団体との情報交換等を通じて、利用者ニーズを把握しております。それから、出資持分の払戻

し、それから災害発生時の速やかな相談窓口の開設等、適切に対応しているということでＢと

してございます。 

 それから、（６）林業者等の将来性等を考慮した債務保証ということで、将来性を考慮した

債務保証のあり方、それから、非財務情報の検討項目といった判断基準について検討を進めて

いるということから、Ｂということにしてございます。 

 それから、（７）の事務処理の適正化及び迅速化でございます。こちらにつきましては、業

務処理方法の見直し等を行い、適切な事務処理が図られているということで、Ｂとしてござい

ます。 

 それから、３の漁業信用保険業務でございます。 

 （１）の適切な保険料率、それから貸付金利の設定でございます。料率算定委員会において、

業務収支や保険事故の現状等を踏まえ、保険料率水準の点検を行うということと、貸付金利の

適切な水準を設定しているということからＢということにしております。 

 それから、（２）でございます。保険事故率の低減に向けた取組。こちらについては、保険

事故率が抑制されるよう、事前協議等の取組を行っているということで、Ｂということにして

ございます。 

 それから、４ページ目でございます。 

 ４ページ目の（３）、求償権の管理・回収の取組でございます。求償債務者の現況に係る個

別協議を実施しております。それから、上半期の回収実績の進捗率が低い基金協会に対しまし

て、下期に個別協議を実施しており、回収実績の進捗管理、それから基金協会との個別協議の

実施等、回収向上に向けた取組を着実に行っているということから、Ｂということにしてござ

います。 

 それから、（４）利用者のニーズの反映等。こちらにつきましては、利用者へのアンケート

を実施し、次の（５）にもございますけれども、次の（５）の大口保険引受けの事前協議の事

務手続や保証保険契約申込書の添付書類について簡素化の見直しを行ったということでござい
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ます。それから、災害時に相談窓口を設置しているということから、Ｂとさせていただいてお

ります。 

 それから、（５）でございます。事務処理の適正化及び迅速化でございます。こちらにつき

ましては、アンケートにより得られた利用者からの意見を踏まえ、事務手続の簡素化等に資す

るよう業務処理方法の見直しに取り組んだということで、Ｂとしてございます。 

 それから、４でございます。農業保険関係業務でございます。 

 （１）情報提供の充実及び利用者の意見の反映。こちらにつきましては、ＮＯＳＡＩイント

ラネット、それから全国会長会議等の全国会議におきまして、農業保険関係業務の業務実績及

び貸付金利の水準等につきまして説明、情報提供を行っておりますことから、利用者の意見の

反映に取り組んでいるということで、Ｂとしてございます。 

 それから、（２）共済団体等に対する貸付業務の適正な実施でございます。こちらにつきま

しては、共済団体等に対する貸付業務の適正な実施に取り組んでいるということで、Ｂとさせ

ていただいております。 

 それから、５ページ目でございます。 

 ５、漁業災害補償関係業務でございます。 

 こちらにつきましては、（１）情報提供の充実及び利用者の意見の反映ということで、リー

フレットの作成、信用基金ウエブサイトに掲載、それから全国会議を利用した利用者からの意

見の募集等を行ったということで、Ｂとしてございます。 

 それから、（２）の共済団体に対する貸付業務の適正な実施ということで、こちらにつきま

しては、借入申込み、それから貸付及び回収の実績がなかったため、評価はしていないという

ことでございます。 

 それから、第２、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すが、この

項目は、小項目を設定しておりませんので、このアラビア数字の中項目を評価するということ

になってございます。 

 それでは、１、事業の効率化についてでございます。こちらは平成29年度対比５％以上の事

業費の削減ということが目標になってございます。事業費の平成30年度支出実績というのが41

億2,000万円となっておりまして、平成29年度予算対比で61％の減少となっておりますが、こ

れにつきましては、５年間の期間を通じて定量で評価するということになっておりまして、30

年度は定性評価ということで、評価に至った理由というところに書いてございますが、信用基

金として、適正な引受審査の実施等を通じ、保険金支払いないしは代位弁済費の支出の抑制に
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精力的に取り組んだものの、保険金支払いないしは代位弁済の支出が、それ以上に保険と保証

の引受残高の動向に大きく影響されるというものであることから、Ｂ評価ということにしてご

ざいます。 

 それから、２でございます。経費支出の削減。これにつきましては、平成29年度対比の20％

以上の一般管理費の抑制ということでございます。これにつきましては、経費支出の抑制に向

けまして、１つは役職員に対する費用対効果等のコスト意識の徹底、それからオープンカウン

ター方式の本格実施、勘定ごとに支出実績を確認する等の取組を実施していることから、Ｂと

いうふうにしてございます。 

 それから、３の調達方式の適正化でございます。平成30年度合理化計画に基づきまして、一

般競争入札の着実な実施、一者応札・応募の改善の取組、合理的な調達の実施に取り組んでい

るということ、それから、契約監視委員会を平成30年４月に実施し、個々の契約案件の事後点

検を実施しておりますことから、調達等合理化計画及び調達に係る推進体制の整備について着

実に取り組んでいるということで、Ｂ評価としてございます。 

 それから、６ページ目でございます。 

 ４の電子化の推進でございます。こちらにつきましては、会議システムについては導入を見

送っておりますが、共有ファイルサーバー及び電子決裁システムについて計画どおり導入する

など、業務の電子化に向けて取組を進めておりますので、総合的に見てＢというふうに判断し

てございます。 

 第３でございます。財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置についてでご

ざいますが、こちらも第２と同様に中項目での評価となっております。 

 １の財務運営の適正化でございます。これは、自己評価は資料２の評価書案の60ページにな

りますけれども、勘定ごとに中期目標期間の業務収支の黒字を目指して、財務運営の適正化に

取り組んでいることからＢというふうになっておりまして、恐れ入りますが、個別には、資料

２の60ページをお開きいただければと思います。60ページの右側の業務実績というところで、

２つ目の丸のところから、農業信用保険勘定、これについては30年度は業務収支は黒字となっ

たということでございまして、その下の林業信用保証勘定につきましても30年度の業務収支は

黒字となったということ。それから、漁業信用保険勘定ということで、こちらも業務収支は黒

字となったということで、主な３勘定について記載をしております。 

 それから、資料１の概要に戻っていただきまして、２の予算（人件費の見積もりを含む。）

と、それから収支計画及び資金計画ということで、これは資料２の一番後ろのほうについてお
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りますが、それぞれの勘定の予算決算の分析につきましては、評価書（案）の、すみません、

ちょっと飛んで恐縮ですが、農業信用保険につきましては３ページをご覧いただければと思い

ます。３ページには、最初に申しましたとおり、その前の１ページのところに主要なインプッ

ト情報ということで予算決算を書いてございまして、それの評価は、一番下にその他参考情報

ということで書いてございまして、農業信用保険勘定においては、決算額が予算額を２割程度

下回っているが、これは、保険事故が当初の見込みを下回ったことによる保険金支払いの減少

が主な要因であるということから、予算額と決算額が乖離することについては問題がないとい

うことで評価してございます。 

 それから、林業信用保証につきましては18ページでございます。こちらでも参考情報という

ことで、林業信用保証勘定において、貸付業務に係る決算額が予算額を４割程度下回っている

が、これは、貸付先の資金需要を勘案し措置した額に対して、当年度の貸付実績の減少が主な

要因であるけれども、貸付事業に関しては収支バランスがとれているということで、貸付金の

減少による予算決算との乖離はない、問題ないということで評価してございます。 

 それから、漁業信用保険につきましては、32ページでございます。一番下の参考情報のとこ

ろで、漁業信用保険勘定において、決算額が予算額を２割程度下回っているが、これは保険事

故が当初の見込みを下回ったことによる保険金支払いの減少や短期貸付けの貸付先の資金需要

が当初の予定より下回ったことによる短期貸付金の減少等が主な要因であるということで、保

険金支払いの減少による予算額と決算額の乖離は問題ないことに加え、短期貸付金の減少につ

いても、代位弁済の減少による予算額と決算額の乖離であり、問題はないということで評価し

ております。 

 それから、農業保険関係でございます。これは43ページでございます。こちらは、その他参

考情報のところで農業保険関係勘定において決算額を予算額が大幅に下回っているが、これは、

災害の発生が当初の見込みを下回ったこと等により、貸付けが計画を下回ったことが主な要因

であるため、予算額と決算額とが乖離することには問題がないということで評価してございま

す。 

 それから、最後に漁業災害補償関係につきましては、これは46ページでございます。こちら

についても、その他参考情報といたしまして、漁業災害補償関係勘定において決算額が予算額

を大幅に下回っているが、これは、災害の発生が当初の見込みを下回ったこと等により、貸付

けが計画を下回ったことが主な要因となっており、予算額と決算額が乖離することには問題は

ないというふうな評価をしております。 
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 こういった評価でございまして、また資料１の６ページの第３の２に戻っていただきまして、

特に問題は認められないということから、Ｂということで評価をしてございます。 

 それから、３の決算情報・セグメント情報の開示ということで、これにつきましては、決算

情報、業務内容に応じた情報の開示を行っており、Ｂということでございます。 

 それから、４の長期借入金の条件、５の短期借入金の限度額、６の不要財産の処分に関する

計画、７の不要財産以外の重要な財産の譲渡等に関する計画、８の剰余金の使途については、

実績なしということで評価はいたしておりません。 

 それから、７ページでございます。 

 第４、その他主務省令で定める業務運営に関する事項につきましては、これは最後の４以外

は中項目の評価となってございます。 

 １、施設及び設備に関する計画。これは実績なしということで評価はしてございません。 

 それから、２の職員の人事に関する計画についてでございます。これは、組織体制や研修計

画の見直しのほか、人事評価、人材の確保、人材の養成について取り組んでいること、それか

らまた、給与水準についてラスパイレス指数は100を上回らなかったということから、Ｂとい

うことで評価をしております。 

 ３の積立金の処分に関する事項でございます。林業信用保証勘定及び漁業災害補償関係勘定

の前中期目標期間の繰越積立金、それぞれの勘定の損失の補填のために充てられており、これ

についてはＢということで評価をしております。 

 それから、４のその他中期目標を達成するために必要な事項。 

 （１）のガバナンスの強化についてでございます。これは運営委員会、役員会、内部統制委

員会の開催、監査の実施、それから、これらを通じて、運営委員会については、これまで運営

委員会で報告してこなかった料率算定委員会、それから業務運営の検証委員会の結果、それか

ら各業務の重要課題と位置づけられている信用保証保険制度の普及推進・利用促進等の検討状

況について報告を行うなど、幅広く意見を聞き、今後の業務運営に反映されるよう見直しを行

うなど、業務運営の透明性を高め、実質のある議論につながるような取組がなされているとい

うことから、Ｂということで評価をしております。 

 それから、（２）の情報セキュリティ対策です。情報セキュリティの確保に向けて、平成30

年度においては新たに情報セキュリティ機器の調達を行うほか、ＣＩＳＯアドバイザーの助言

を踏まえ、情報システム台帳、情報資産管理台帳を整備したこと等により、適切な情報セキュ

リティ対策の推進が可能となっていることから、Ｂというふうにしております。 
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 ちょっと駆け足で雑駁な説明になってしまいましたが、以上で概要説明を終わりたいと思い

ます。 

 それでは、質疑に入る前に、先生方のご意見につきましては、報告書の中に反映いたします

とともに、今日の会議について議事録を作成させていただいて、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、どうぞご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 あと、質疑の進め方についてでございますけれども、大項目で第１～第４がございます。中

項目ごとにまとめて意見、質問をお受けしたいと思いますので、質問がある場合は、アラビア

数字の第１の１のほうから質問、質疑をお受けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。時間も限られておりますので、円滑な議事進行にご協力いただければと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これから質疑をしていただきたいと思いますが、まず、第１の１の農業信用保険

業務、これにつきまして小項目が（１）～（６）までございますが、こちらについてご質問、

ご意見等あればお受けしたいと思います。 

 では、高田委員。 

○高田委員 小項目（１）のところですが、業務実績の１行目に「基金協会とともに」、つま

り両者、信用基金と基金協会とは同等な立場として書いてあるんですが、評価に至った理由の

ところでは、なぜか「一体となって」という書きぶりになっています。これの書きぶりを分け

た理由は何ですか。 

○諏訪課長補佐 すみません。自己評価の書きぶりなので、信用基金のほうから回答願います。 

○出倉総括理事 あまり大きな意味はないんですけれども、実績のところは、事実として一緒

に行きましたということで、基金協会とともに融資機関を訪問しています、一緒に行っていま

すと。それから、活動として、普及推進という活動を行うに当たっては、同じ立場で一体とな

って保証保険制度全体の普及推進ということで、一体となってやっているという意味で、そう

いう意味で、若干言葉が書き分けてはあります。 

○高田委員 あえて分けたということですか。 

○出倉総括理事 それほど大きな意味はありません。 

○高田委員 同じような意味で使われたのであれば、同じ言い回しのほうがいいのかなという

のが１つ。 

 それと、「金融機関等」という「等」の字は、一般には明確に列記できる場合に使用される

ものです。また、至った理由のところの２行目、「訪問等」と書いてありますが、「訪問等」
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の「等」の内容も列記されるような内容があるのですか。それとも、「訪問するなど」という

程度の意味でしょうか。 

○出倉総括理事 一つは、「訪問するなど」というふうにとっていただいたほうがいいと思い

ますけれども、私たち、積極的にいろいろ各県の銀行に行くときには協会と一緒になって行く

ことが多いんですが、そのほかに、銀行が逆に私たちのところに来ていただくということも、

呼ぶわけじゃなくて、先方が訪問されたときに一緒にこういう説明もしていますので、そうい

う意味で訪問、もしくはこちらに訪問いただくという意味でも、そういう意味で「等」という

表現になっている。 

○高田委員 つぎに、「一体となって」と書いてあるのは、共にという程度の意味あいであっ

て、一体感を持ってやるという意味ではないということですね。 

○出倉総括理事 一緒になってですね。私たちの保証保険制度自体が、私たちだけでは成り立

ちませんし、それから、協会だけでも成り立ちませんので、そういう意味では、協会さんと私

たちで役割分担が制度上できていて、でも、その受ける銀行から見ると、この役割分担として

受けるわけじゃなくて、保証保険制度全体として受けていますので、そういう表現をさせてい

ただいているということです。 

○千年委員 ちょっと横から失礼しますけれども、「ともに」と「一体」の違いについては、

「一体となって」は、既に中期目標で記述されている表現なのでその表現に合わせ、評価にお

いて目標に対してどのようなものであったということで、使用されているのではと思います。 

○高田委員 なるほど。ありがとうございます。 

○出倉総括理事 すみません。ありがとうございます。 

○諏訪課長補佐 では、ほかに何かございますか。 

 田中委員どうぞ。 

○田中委員 よろしいですか。細かいことで恐縮なんだけれども、資料２の本体のほうにいろ

いろ評価の指標というのが出ていますよね。例えば１ページ目から２ページ目に農業団体の関

係者、意見交換年３回以上とか、何かこれ、本体をよく読めばわかるんだけれども、もう少し

こういう基準をちゃんとクリアしていますと広く国民にぱっとわかるような表現があったほう

がいいんじゃないかという……。 

○諏訪課長補佐 そうですね。そういう意味では、概要でご説明していませんでしたのですみ

ません。１ページ目の下のほうに表があって、真ん中ほどになるんですけれども、評価対象と

なる指標がございまして、これが定性的な評価項目でも指標を設けて評価の参考とするという
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考えで定めています。何回達成されたかというところで、例えば農業団体等関係機関との意見

交換会の回数、年３回以上ということで、30年度は７回実施、それから銀行・信用金庫・信用

組合等との意見交換会は年20回以上という指標に対して30回以上実施ということで、指針とし

ての目標は達成しているというふうに記載してありまして。 

○田中委員 よく読めばわかるんだけれども、ということで、指標をクリアしているとか何か、

ぱっと一言あるとわかりやすいということなんです。 

 すみませんね。私も15年ぐらい中期目標をやるのは、これ、うちも独法なので細かいことが

気になって。 

○諏訪課長補佐 そういう意味では、今回評価に当たって設定されている指標は、全て達成さ

れているという内容でございます。 

○田中委員 その一言があるといいというか、達成していますという……。 

○諏訪課長補佐 失礼しました。 

 黒田委員どうぞ。 

○黒田委員 初めてで、まだちょっと様子がわからないままですけれども、今いろいろご報告

があって、全て指標等をクリアしているというのはよくわかるんですけれども、報告書に、こ

の文字上は全部そういうふうに淡々と書かれていますけれども、現実的にはいろいろご苦労が

あったり、うまくいかないところもあったのではないかなというような、ちょっとそんなこと

も感じました。こういうご説明をいただくときに、文面にはこれで、だけれども、実際にこう

であったという、ちょっと何か事例を出していただくと、専門分野にいない者にとってはすご

く現実がわかりやすいという感じがします。 

 例えば、この（５）のニーズ関係ですけれども、利用者のニーズを把握というふうに、意見

交換と書いてあるんですけれども、実際にこういうときに利用者の方がどういうニーズを出し

てこられて、その中で、「いや、それはできませんよ」という話があったのか、それとも、妥

当だから、今度は新しくそういうことも含めましょうというふうになったのかという、反映に

至るまでの、このいきさつが、事例としてちょっと教えていただけると、現場でどういうこと

があったのかというのがわかりやすいような気がしました。 

○諏訪課長補佐 事例とか、そういったものが回答できれば、信用基金からお願いします。 

○出倉総括理事 もしあれでしたら付け加えていただいてもいいんですけれども、ここに書い

てありますように、法人協会と融資機関など、性格の違う組織がありますので。いわゆる農業

法人協会というのは、割と大規模な農業者の協会なんですけれども、こういうところに私たち
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が伺って、まさしく大規模経営者さんが保証を使うということに対しての何かご意見をいただ

く。法人協会とお話をすると、割と法人協会さんは、私たちの保証ではなくて、日本政策金融

公庫という政策金融がございまして、割とそちらのユーザーの方が多いので、逆に言うと、私

たちの宣伝不足というのもあるのかもしれませんが、そういう意味では、こういう仕組みもあ

るならば、ちょっと地域の金融機関とも農業について話をしてみようかなんていうような話も

あったと聞いています。 

 それから、融資機関の全国団体も含めてですけれども、全国団体に行くのは私たちのほうが、

また主務省さんともいろいろ相談をしながら行かせていただいています。やはりこういうとこ

ろもなかなか全国団体の、特に全銀協の加入銀行みたいなところは農業融資というのはやって

いませんし、保証なんかやっていませんので、そういう仕組みがあるんですかというようなこ

ともありましたし、それから、もう一つ、ここには全国団体等とありますけれども、地域の金

融機関の声というのは、どちらかというと割と私たちではなくて、都道府県の基金協会が接し

ていますので、そういう方々がニーズとして聞いてきたものを、私たちとしては聞かせていた

だいて、基金協会と一緒に何か対応できるものは検討しますし、制度的なものについては、主

務省にそういうお話がありますということをお伝えしながら対応してきていると、そういう状

況にあります。 

○諏訪課長補佐 黒田委員、よろしいでしょうか。出倉総括理事、ありがとうございました。 

 それでは、ここの中項目のところで、ほかにご質問等ございませんか。 

 よろしければ、次の２ページ目の２の林業信用保証業務、こちらの７つの小項目のところま

ででご意見、ご質問があればお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

 なければ、続きまして、３ページの漁業信用保険業務、こちらの中項目につきまして、５つ

の小項目のところを含めてご意見、ご質問があればお受けいたしたいと思います。いかがでし

ょうか。 

 それでは、田中委員、お願いいたします。 

○田中委員 ３ページの下の（２）のところの丸の２つ目なんですけれども、業務運営の検証

委員会において、以下のとおり結論となっているんですが、もう少し具体的にわかりやすく説

明していただけるとありがたい。 

○諏訪課長補佐 それでは、信用基金の方から、もう少し詳しくご説明願います。 

○森漁業調整室長 昨年の12月に漁業信用保険業務運営の検証委員会を開催いたしまして、そ

の中で、融資機関との適切なリスク分担を図るための方策などについて検討いたしました。部
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分保証や、ペナルティー方式について検証するという委員会ですが、漁業の場合は部分保証が

適用されているのが経営安定資金という負債整理資金のみでして、あとペナルティー方式につ

いては借換緊急融資資金という、こちらも負債整理資金です。負債整理資金というのは非常に

事故率が高いということで、この２つの資金について部分保証、それからペナルティー方式を

適用しているんですけれども、近年、負債整理のための資金の融資が非常に少なくて、ちょっ

と具体的に効果を検証するに至らなかったという状況でございます。 

 それから、もう一つは、大口引受けの事前協議につきましては、平成２年以降ずっと協会と

信用基金との間で協議を続けておりまして、協議を続けていることにより、協会側が的確な保

証審査ができるようになる、その一助としての効果があったのではないかと、そういうことに

ついても検証いたしました。 

○田中委員 わかりました。ありがとうございました。 

○諏訪課長補佐 よろしいでしょうか。 

 では、ほかにご意見等ございますでしょうか。 

 よろしければ、次に進ませていただきたいと思います。 

 それでは、４ページの４の農業保険関係業務についてでございますが、こちらについてご意

見を……。 

 高田委員、どうぞ。 

○高田委員 （２）の業務実績の一番下のブロック、下から２番目の丸印、ここで金利の水準

なんですけれども、0.198％ないし0.286％の水準に設定とありますが、これの最頻値や平均値

はどの程度になっているんでしょうか。また、その値は過去の趨勢と比較して下がっているの

でしょうか、それとも上がっているのでしょうか。 

○出倉総括理事 今、平均は持ち合わせていないんですけれども、ここに書いてありますよう

に、市中金利を考慮した適切な水準にしなさいということで、２年前から、この全銀協の日本

円のＴＩＢＯＲレートに一定の上乗せをするということにしていますので、その平均といいま

すか、上がっている、下がっているという意味では、ＴＩＢＯＲレートがどうなっているかと

同じようになっています。 

○高田委員 ご説明は、わかりますが、全体の傾向を時系列でわかればと思った次第です。最

頻値なり平均値なりを時系列に並べて比較することによって、金利を引き下げる努力を可視化

できるのではないかと思い、ご質問させていただきました。そういうものも管理の指標として

内部でお使いであればと思い、コメントさせていただきたいと思いました。 
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○出倉総括理事 わかりました。大変ありがたいご意見だと私も思いましたが、ちょっと残念

なことに、昨年は３件しか貸付実績がない。これは、この後の漁業災害補償では、ここ何年間

か貸付けがないということで、これ、私たち、共済組合に対する貸付けなものですから、共済

組合のほうで資金需要が逼迫したときに初めて私たちに要請が来る。そういう意味では、最近

共済組合も合併等により財務体力も向上しているということと、それから、もう一点、政府の

対応が割と早いものですから、資金が窮する前に国からの資金が出るようなことになって、な

かなか私たちのところにすぐに要請があることはないんですけれども、ただ、昔の話で言えば

東日本大震災のときのような、ああいう大きなとき、すぐ資金需要があるときには、私たち、

制度としての役目があるので、そういうことでは制度としては重要だと思っていますが、先生

のようなご指摘をうまく分析しようと思っても、なかなか実態として少し難しいということは

ご理解いただきたいと思います。 

○諏訪課長補佐 よろしいですか。 

 では、ほかにございますでしょうか。 

 では、次にいってよろしいでしょうか。 

 それでは、概要版でいくと５ページ目ですが、５の漁業災害補償関係業務についてでござい

ます。ご質問いかがでしょうか。 

○高田委員 質問といえるのか、悩ましいのですが、この（１）情報提供の充実のところです

が、例えば、地域に根差した業界新聞への情報発信は、行っておられるのでしょうか。 

○森漁業調整室長 特段……。 

○出倉総括理事 広報費というのがなかなか予算計上するのが難しいものですから、いわゆる

新聞媒体みたいなものは、私たち、最近利用していない。そういうかわりに、ウエブサイトの

中で発信をするということと、それから、会議などの場で、「私たちの制度については、この

ウエブサイトにしっかり載っていますので」というような形で広報させていただいている。特

に、今、高田先生は漁業の話をいただきましたけれども、農業のほうは共済組合のインナーの

イントラネットというのがあって、そこには私たちも頻繁に載せて、更新情報なんかもメール

で組合に出して、こういうことが出ていますよということでやっていますので、そういう形で

今は広報させていただいているということです。 

○高田委員 確かに新聞に広告等を出稿すればお金がかかりますが、取材を受けるということ

であれば、お金は一切出ていかない。せっかくコンテンツがあるわけですから、何か新聞の記

事になりそうなものを無償で提供することも考えられますが、いかがでしょうか。広く人々に
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知ってもらう点では、イントラネットよりも拡散効果があると思われます。単なるコメントで

す。 

○出倉総括理事 大変ありがたい意見なので、少し勉強したいと思います。 

○高田委員 宜しくお願いします。 

○井上林業調整室長 補足をさせていただいてよろしいですか。林業のほうは漁業とかと違い

まして、保険ではなくて直接信用保証の引き受けでありますが、出先がないので、全て本店と

いうことで東京のほうでやっているものです。そういう普及にも実は努めておりまして、先生

がおっしゃるような業界紙に対しまして、制度の概要、中身ですとか、あと、去年ですと法改

正がございまして、制度がかなり変わりましたので、そういったものについても業界紙に載せ

たりとかいうことには取り組んでおります。あと、実際新聞の広告みたいなものも、ちょっと

ですけれどもやっていますし、それとは別に、今先生がおっしゃるようなコンテンツとして中

には説明、投稿なり寄稿なりというものもやってきております。 

○高田委員 今、井上様は、業法が変わったとおっしゃられた。そうすると、業法が変わるこ

とによって、第一次産業に従事される方々に大きな影響があることが予想されますから、新聞

記事になり得るわけですね。 

○井上林業調整室長 はい、そうですね。そういったものは投稿、寄稿しております。 

○高田委員 既になさっておられるのですね。 

○井上林業調整室長 しております。 

○高田委員 そのことが、「情報」のところには、記載されていなのですが、何故、書かなか

ったのですか。活動として重要なことのように思われます。折角の努力が記載されていないの

ですか。 

○出倉総括理事 そういう意味では、先生の今のご指摘のところは、情報提供の充実というの

は、農業保険業務と、それから漁業災害補償業務のところに目標として掲げられているんです

が、林業の場合は直接的にそういう目標はないんですけれども、もし今のようなご指摘のもの

を書くということであれば、この融資機関等に対する普及推進・利用促進のところに、そうい

うものをしっかり書き込むことが必要かもしれません。 

○井上林業調整室長 本体のほうに。 

○高田委員 書き込んでありましたか。すみません。読み落としていました。 

○井上林業調整室長 概要のほうにはないんですが、業界紙という言葉をちょっと使ったかど

うか、よく覚えていませんけれども、その普及啓発の内容としまして、制度が変わったことに
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ついて広く説明していくということは…… 

○高田委員 「広く」ですか。「業界新聞に」とか書いていない。 

○井上林業調整室長 業界新聞という形は、たしかそういうふうに媒体を記載はしていなかっ

たですけれども。 

○高田委員 私たちは部外者ですから、抽象的な言葉だと、言葉の多義性ゆえに伝わらないで

すね。例えば業界新聞、農業新聞とか漁業新聞とか、どこどこの地域で、取材に応じましたと

か、書いていただけば、私たちにも伝わり易いと思います。 

○事務局 補足させていただきますと、国で法改正しましたので、林野庁から「林政ニュース」

という業界紙に載せていただいたりとか、あと、法改正に絡めて新規予算要求してそれが認め

られたので取材を受けたりとか、投げ込みというような形で、もちろん信用基金さんにもご協

力いただいて関係機関に情報提供をさせていただいています。信用基金が直接というのももち

ろんあると思うんですけれども、信用基金が国を通じて出したものもあるので。 

○高田委員 国で対応しているから信用基金では、やらないという理由はないわけでして、広

報というのは、いろいろなチャンネルから、エンドのユーザーに向けて情報を発信する。これ

は宜しいことではないかと思います。 

○事務局 もちろんそうです。 

○高田委員 ユーザーの立場に立ったら、できるだけチャンネルは多いほうがいいという趣旨

で申し上げました。 

○事務局 なので、昨年の法改正絡みで言うと、いろいろ国のほうでも情報提供させてもらっ

て、林業関係の広報紙に載せてもらったという経緯があるので。 

○高田委員 では、それを転載するだけで足りるわけですね、信用基金としては。 

○事務局 はい、そうですね。直接の情報提供者としては、恐らく林野庁ということになるん

でしょうけれども、もちろん基金さんと協力してやっていますので。 

○高田委員 そうですね。一々記事を書かなくても、国が記事を出しているわけですから、そ

れを転載して、今度の法改正によって、こういう点に影響が出ます、みたいなことを業界新聞

に投稿するだけで十分と思います。 

○諏訪課長補佐 高田委員がおっしゃっているのは、やはり独法の評価として、ちゃんと活動

したのであれば、この評価書にどういう活動をしたのかというのは載せるべきだということだ

と思いますので。 

○高田委員 はい、おっしゃるとおりです。 
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○出倉総括理事 業務実績にしっかり書くべきじゃないかということで、広報はいろいろ一体

になってやられているということは今ご説明しましたので。ただ、この評価書の中でそういう

ものがちゃんとわかるように整理すべきじゃないかというご指摘ですね。 

○高田委員 整理すべきというよりも、そうなっていれば、私たち部外者でも容易に評価でき

ると思います。抽象的な言葉だけで、具体例が示されていないと、実施した業務の内容が正し

く伝わらないと思います。 

○事務局 こういうことをやりましたというのを具体的に書けば、その分評価がしやすいだろ

うとか、明確に評価ができると。 

○高田委員 まさにそのとおりです。部外者の理解度を意識して書いていただいたほうがあり

がたい。宜しくお願いします。 

○諏訪課長補佐 今回の目標設定の反省にもなるかもしれないんですけれども、目標自体があ

まり抽象的な感じになって、漠とした形の目標で、それに対する計画なので、そういったこと

から、業務実績も抽象的になってしまっているので、計画の立て方からも、来年度以降になる

かと思うんですが、信用基金さんと話し合いながら、検討する必要があるのではないかと考え

ております。 

○高田委員 一言追加してもよろしいですか。全部書き出す必要はありません。これに注目し

てほしい、というような具体例を１つ載せていただくだけで十分です。 

○諏訪課長補佐 どうもありがとうございました。 

○出倉総括理事 ありがとうございました。 

○高田委員 宜しくお願いします。 

○諏訪課長補佐 ほかにはないでしょうか。 

 それでは、今、５つの勘定の中項目というところでご意見等を賜ったところなんですが、こ

こまでで、もしご質問をしたいことが他にあれば、今までの項目も含めて、ご質問等をお受け

したいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 よろしいようでしたら、次の第２の業務運営の円滑化に関する目標を達成するためとるべき

措置というところへいきたいと思います。こちらについては小項目がないので、この第２の大

項目について、第２においてご質問があればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○千年委員 それでは、１番の事業の効率化ついてですけれども、実績では平成29年度予算対

比61％削減で、中期目標期間中の目標が５％削減となっています。単年度ではなく、あくまで

中期目標期間中で評価したいというご説明がありましたが、５カ年間の最初の１カ年の中で
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61％削減を、評価しにくいということは理解できます。しかし、様々な経済条件によるという

ことも書かれているとはいえ、このような評価になってしまうと、もともとの目標の立て方が

まずいのではないかというように捉えかねませんから、評価すべきところは評価してＡとかで

もいいと思います。 

 例えば資料の２のほうの50ページでは、削減の理由、想定される外部要因として、保険金及

び代位弁済費については、経済情勢、国際環境云々と記載されていますよね。こうした点を踏

まえての評価であることは理解できますが、それでしたら５％はいったい、どのような意味を

もっているのかとも感じます。もしこうした評価を行うのなら、通常年における法人の努力に

よる純粋な効果、つまり支出の抑制に精力的に取り組んだ効果が５％であると評価できる方法

を確立しない限り、非常に曖昧にならざるを得ないと思うのですけれども、この点ついては、

いかがでしょうか。 

○諏訪課長補佐 そうですね。今、第４期の中期目標が始まって初年度ということで、前回か

らさらに、この経費について抑制するということで５％削減という目標にしたところなんです

けれども、昨年もそういうご指摘があって、なかなか経済情勢であるとか、そういった、何か

加味することが難しいという中で、この目標が設定されているので、今年については、前回は

定量的な目標で、これで120％を達成すればＡというような評価であったんですけれども、今

期は目標としては定量で定めたところなんですが、評価自体は単年度、たまたま大きな災害等

がなくて、それで保険の支払いという費用が発生していないので、こういう結果になっている

という分析なんですけれども、もしそれが仮にいっぱいかかってしまうと逆転する場合もある

ので、中期目標の期間として評価してはどうだろうかということで、初年度としてはこういう

単年で評価をして、結果、たまたま61％削減というような状況になったということでございま

す。我々としても、なかなか妙案がなくて、もしそういった妙案があればお聞きしたいなとい

うところも正直なところでございます。 

○田中委員 同じ点なんですけれども、うちもなかなかこれは評価が難しくて、経済状況によ

って増減する部分と、法人の努力で達成する部分と２つあって、その識別がなかなか難しいん

だと思うんですよ。それ、かなり突っ込んだ議論をしないとなかなかできないので、それで定

性的な評価になっちゃうんですけれども、そういう意味で私も妙案がなくて、うちも困ってい

るので、うちも教えてほしいということなんですけれども。 

○高田委員 業務の活動量に比例して増加する費用と、活動量とは無関係に生じる費用とに分

けていただくというのも一つの方法だとは思います。 
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○諏訪課長補佐 評価する科目というのを、もう少し活動量で評価できるところと分けたほう

がいいという、そういうことですかね。 

○高田委員 売上高と売上原価との関係にように、比例的になるものと、裁量的に支出額を決

められるもの、それと、偶発的な事象の生起によって、裁量の余地もなく支出を強いられるも

のとに分けられるはずです。 

○諏訪課長補佐 そうですね。ご承知のとおり、費用で一番大きいのが保険金の支払いという

ような形になっていますので。 

○高田委員 おっしゃるとおりです。その保険関連費用を別扱いにして、活動量に比例して生

じると考えられる費用について、実績値を予算と対比して評価することが適当と思われます。

つまり、変動予算の考え方を導入してもいいのかなと。ただし、内部管理目的だけでも結構で

す。 

○諏訪課長補佐 そうですね。そこは我々だけではなかなか回答が出せないので、また、どこ

を別扱いにできるのか、担当部署と相談をして、いい解決方法があれば探っていきたいと思い

ます。 

○千年委員 もしくは、長い期間のデータがあれば、期間内の全変動を区分間変動と区分内変

動に分けて、区分内変動の全変動に対する貢献力を努力によるものと考える、とか。 

○諏訪課長補佐 そうですね。この独法に合うような、そういった算定ができるような計算式

があるのであれば、ちょっと検討させていただければと思います。 

○黒田委員 同じところで、やっぱり素人ですと、これは全く意味が理解できなかったんです

よ。目標が５％で達成が60％ということから見ると、これは、保険金は支払うことがなかった

からと先ほどご説明がありましたけれども、そうすると、契約数が少ないほど、この金額は減

っていくみたいな話にもなりかねない。 

○諏訪課長補佐 そういうことです。仕事をしないほうがいいという結果になる。 

○田中委員 そこが、だから評価が難しくなっちゃうんですね。 

○黒田委員 これは理解できなかったところですので、もうちょっとわかるようにお願いした

いと思います。 

○諏訪課長補佐 予算に対しての比較になっていますので、これがまたちょっと差を大きくし

ているところの要因でもあると思うんですけれども。 

○黒田委員 そうすると、中期目標の期間中の総額を見て、それの変動を見るとか、これは単

年度では……。 
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○諏訪課長補佐 そうですね。単年度よりも５年のスパンで見たほうが、より現実に近づくん

だろうと思って、今年からはそういうふうにやりたいということで評価をしているのですが、

もっといい方法があるのであれば、もうちょっと研究させていただければということでござい

ます。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、次に進めさせていただければと思います。第３の財務内容の改善に関する目標を

達成するためとるべき措置ということで、こちらも中項目ということで、ご意見等あればお受

けしたいと思います。 

○千年委員 １番目の財務運営の適正化、これも先ほどと同じなのですが、今回、全ての勘定

で黒字になりましたよね。今まで、私が知る限りですが林業はいつも赤字、あと漁業も収支は

厳しい、黒字は農業についてのみという状況だったと思います。今回、これらが全て黒字であ

ったことを、先ほど、事故とか対外的な状況による影響とご説明されたかと思うのですけれど

も、どう評価すべきか。実際、中期目標でも、黒字を目指して書かれていますよね。今回は法

人の努力のみによるものではなくて、対外的な要因により、結果として黒字目標が達成された

という説明は理解できますが、先ほど申した点と同じなのですが、そうしますと、目標の設定

自体に問題があったのかもと結局なってしまうので、少し考慮すべきだと思います。やむを得

ないところがあるのは重々承知していますけれども、この点を考慮しないと、評価自体が何な

のだろう、と思うところがございます。 

○諏訪課長補佐 ここの財務運営の適正化という部分においては、こういった活動をしながら

黒字化したというか、こういった業務運営を図りながら収入確保を図っていくという取組も含

めて評価することになっております。結果が黒字ということで、千年委員がおっしゃるように、

経済状況も踏まえて、たまたま黒字だったんじゃないかということも評価するという意味では、

おっしゃるとおりではあるんですけれども、こちらについても昨年までは、定量評価というこ

とだったのですが、こちらも中期計画の期間全体で定量で見るという方法にしており、単年度

では定性評価ということに今年から見直しているというところでございます。 

○出倉総括理事 多分、私が言うことではないのかもしれませんが、単年度だと、やっぱり保

険収支は増減するので、やはり私たち、中期目標期間で、５年間で業務をしっかり取り組みな

さいと言われていますから、そういう意味では、５年間の中で収支均衡、もしくは赤字になら

ない、こういうことが主務省から私たちにかけられた目標なのかと、こういう理解をしていま

す。単年度、去年だけを見て「ああ、よかった」、「悪かった」という評価をしてもあまり意
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味がない。そういう意味では、私たちも５年間で、逆に言うと全体として大きな黒字にならな

いように、もしかしたら運営しなければいけないのかもしれませんし、そういうことかなとい

うふうには理解をしています。 

○千年委員 それは理解できます。私もそうだと思います。ただ、そうしますと、これに限ら

ずほかのところでも同様なのですが、中期目標と年度目標がほぼ同じという点は、ちょっと問

題なのでは。これは全体にかかわることなので、後で少しコメントしようと思っていたのです

が、中期目標・計画にもとづき年度目標・計画を変えたものにしないと、単年度の評価が曖昧

になってしまうと感じます。この点を次回、来年度、考えていただければと思います。そうし

ないと、単年度だけでは意味がないというご説明も十分わかるのですけれども、評価がどうし

ても曖昧になってしまう。 

○諏訪課長補佐 今回は定性評価ということで、全部Ｂにはなっているんですが、計画目標を

達成するために、より効果を上げたというような、そういった計画設定のやり方も工夫しなけ

ればいけないのかなというふうに考えておりますので、千年先生のご意見を参考に、また検討

させていただければと思っています。 

 では、高田委員どうぞ。 

○高田委員 ストレステストについてのコメントです。損害保険に係るストレステストです。

これって、一般には将来にわたる10年で計測するようですが、信用基金における５年間の計画

期間の中で、損害についてのサイクルというのは完結するのでしょうか。そうでない場合は、

５年の中で平準化したとしても、実態をあらわさない評価になってしまう。この辺について信

用基金としてのお考えを教えていただきたいと思います。平成10年大蔵省告示231号で定めた

ストレステストは10年間を計測期間としているようですが、この10年間をサイクルとして評価

できるのかどうか、お考えを教えていただければ。 

○出倉総括理事 今のは、収支という意味ですか。 

○高田委員 ええ、そうです。 

○出倉総括理事 確かに、私たちのそれぞれの業務によって、保険期間も長いものから短いも

の、いろいろあるので、そこまで全部見られるかどうかというのは確かにあると思います。た

だ、制度として、私たち、実は、先生、よくご案内のように、独法制度は、私たち中期目標法

人としては５年間で業務をして、その評価をした上で、その５年間の業務が必要であれば存続

しますし、もしかするとそこで終わるということになるかもしれない。そういう性格の法人に

なっていますので、私たちはそういう中では、与えられた中で、５年間の中で与えられた目標
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をしっかりやる。そういうことをご説明をしてやっていく。その終わったときに、私たちの業

務が引き続き政府として必要であれば存続するという評価をいただくと思いますし、必要ない

のであれば存続しないという評価をいただく。多分こういうような仕組みなんだろうとは思っ

ています。 

 すみません。あまり直接答えていないかもしれません。 

○高田委員 ５年の中期評価のときに、たまたまサイクルの途中だったら、よく出たとしても

悪く出たとしても実態を反映しない評価になってしまう。それが私としては何となくしっくり

こないところなんです。 

○出倉総括理事 逆に、そういう実態を私たちは自己評価をしたり、評価をする主務省にはち

ゃんとご説明をしなければいけないということなのかもしれません。 

○高田委員 リスクの予測期間が責任準備金の積立額にも影響するはずです。責任準備金は、

損保では、将来10年間を予測期間とするストレステストに基づいて、別途、積増して計上する

ようです。信用基金の中期計画期間は５年間ですが、それでも、将来10年間を予測期間とする

ストレステストに基づき責任準備金の積み増しの要否を検討することも許されるのではないか

と思いましてコメントさせていただきました。 

○諏訪課長補佐 先ほど、出倉総括理事からも話がありましたけれども、独法の評価というの

がやはり５年単位となっていて、その中で収支均衡に努めるということになっていますので、

今はこの制度の中で議論するということが我々に課されております。おっしゃるとおり、保険

という業務体系としては、信用基金は損保体系と同等だと思うんですけれども、５年で一つの

目標期間を設けて、そこで評価するという体制がある以上は、これにのっとった形で、より現

実的な評価ができるよう、さらに精査ができる、そういった仕組みが我々も考えられればいい

とは思うんですけれども。 

○高田委員 よろしくお願いします。 

○諏訪課長補佐 こちらこそ、よろしくお願いします。 

○田中委員 コメントなんですけれども、この中期計画と年度計画、５年間、中期期間の評価

が最終的な出口で、年度計画は、そこまで行くのにちゃんと毎年計画どおりいっているかをチ

ェックするというスタンスの評価ですね。 

○諏訪課長補佐 そうです。まずは５年間の目標というのを主務省から法人に対し示して、そ

の目標を達成するための中期計画というのを、まず法人の方につくっていただき、その中期計

画を達成するために、年度ごとに何をやっていくか、５年間のスパンの中で初年度は何をやる
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とかというように、そういった計画を立ててほしいということで、まずは５年間の主務省から

示した目標に応じて法人が計画をつくるという立て付けでございます。 

○田中委員 ただ、年度計画の最終的なものとは、ちょっと進捗が計画的にいっているかをは

かるという意味での評価なので、何かそういう視点での評価の考え方を少し変えればいいんじ

ゃないかと思いますけれどもね。 

○諏訪課長補佐 ご意見ありがとうございます。 

 ほかにご質問とかございますでしょうか。 

 それでは、進めさせていただきます。 

 それでは、概要でいきますと７ページの第４の、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。こちらで何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

○黒田委員 これ、第４でよろしいんですね。 

○諏訪課長補佐 はい、第４です。 

○黒田委員 （１）の人員のところで、前年度を上回っていないということになっています。

もうこれ、最初の目標が上回らないようにするということなので、そういうお答えになると思

うんですけれども、これは何か組織として、こういう上回らないという目標が妥当なのかなと、

ちょっと何か奇妙に感じました。必要に応じてやっぱり増やすべきところ、減らすべきところ

って出てくると思うんですけれども、最初に上回らないという言葉が出てきたところが、今回

もう決まってしまったことかもしれませんけれども、これでいいんでしょうかということです。 

○諏訪課長補佐 一応、この定義につきましては、法人の業務量を参酌しまして、適正な人員

ということで相談しながら設定させていただいております。例えば法律とかが変わって業務が

増えれば、その分人員も増加するということになりますし、逆に効率化して人員が要らないと

いうことであれば、定員も合わせた形になるというのが理想的だろうと思っております。この

第４期中期目標期間については、この定員113名というのが業務量に見合った定員ということ

で設定しておりますので、これ以上にならないように業務の効率化を図りながら、この定員の

中でやっていただきたいということで、目標に設定させていただいているというものでござい

ます。 

○黒田委員 本当にそのとおりだとよくわかった上での質問なんです。例えば次の計画を立て

られるときに、最初にこれが来るというのは、すごく何か守りに入っている年に見えないだろ

うかということで、もう少し、もっときちんと先々まで考えていますという目標があるほうが

いいんではないかなというふうに思いました。今回は理解はできますけれども。 
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○諏訪課長補佐 すみません。ありがとうございます。 

 他に、よろしいですか。 

 では、田中委員、お願いします。 

○田中委員 同じ点なんですけれども、通則法に業務の効率化と釘を刺されているので、なか

なか難しいなと思うんですけれども、常勤は常勤として、非常勤の職員というのは融通できる

と思うんですけれども、その点はどんなふうに運用されているんでしょうかという質問なんで

すけれども。 

○諏訪課長補佐 信用基金の方でおわかりになればお答えいただけますか。 

○出倉総括理事 非常勤の職員は、いわゆる予算科目というか、支出科目からいって一般管理

費に入りますから人件費とは別になっているので、私たちの目標でいいますと、一般管理費も

20％削減という目標をいただいておりますので、その範囲内で業務を見ながら非常勤の職員、

もしくは派遣、割と単純な仕事については派遣の職員を入れて、今業務に対応している。そう

いう意味では、先ほど申し上げた最初の一般管理費の削減目標の範囲内でやらせていただいて

いるということになっております。 

○田中委員 いることはいるわけですね。何人。 

○出倉総括理事 派遣職員の方を何人か、雇っております。非常勤の方は１名雇っております。 

○諏訪課長補佐 よろしいでしょうか。 

 ほかに。高田委員どうぞ。 

○高田委員 派遣の方が働いておられるとすると、情報セキュリティの管理上、特段の配慮っ

て何かありますか。 

○出倉総括理事 それは、派遣契約の中で契約をしているというか、私たちと同じ守秘義務を

かけてやっています。 

○高田委員 派遣契約の中で。 

○出倉総括理事 はい。それから、アクセスできる範囲、システムの中も、与えられた業務以

外のものには当然アクセスできないようにしております。 

○高田委員 何が気になっているかを申し上げますと、指揮命令権や、懲罰権は、派遣元にあ

り、派遣先には無いらしいのです。そうすると、信用基金が要求するセキュリティ水準のほう

が、派遣元が要求するセキュリティ水準よりもレベルが高い場合、派遣先である信用基金では、

派遣職員の責任を直接には追及できないケースが生じ得ると思われます。 

○出倉総括理事 個人ですか。 
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○高田委員 そうです。派遣先である信用基金の側で、派遣職員に対して契約上の守秘義務を

直接に負わせる特約が必要ではないでしょうか。これは個人的な経験ですが、学生をトレーニ

ーとして、大手会計事務所に受け入れていただいたときに、三者間契約を用いたことがありま

す。そうすれば、派遣を受け入れた側というか、トレーニーを受け入れた側も、トレーニーに

つき、契約上の債務不履行があれば、これを直接に追及できる。 

○出倉総括理事 いわゆる懲戒に当たる部分ですね。 

○高田委員 そうです。直接の契約関係がある相手方にルールを守らせるほうが、派遣職員と

派遣元との契約関係を前提として、間接的に派遣先である信用基金のルールに従わせるよりも、

すっきりすると思います。 

○出倉総括理事 今、私どもの手元に派遣会社との契約書がないので。 

○高田委員 派遣元、派遣先、派遣職員の三者が、直接の契約当事者になっていない場合、つ

まり、信用基金と派遣元との契約のみに留まる場合は、派遣職員が情報を漏洩しても、派遣元

に対して「けしからんじゃないですか。懲罰してくださいよ。」ぐらいしか言えないのではな

いでしょうか。これに対して三者間契約が採用できれば、派遣職員に対して、直接の契約上の

義務を負わせることが可能なのではないか、そのように思われます。最近は、たとえば、ＵＳ

Ｂメモリの持ち出しとかの不祥事が新聞で取り上げられていますので、ご検討いただければと

思います。 

 現状において、国では、サイバーセキュリティについては、どのような申合せになっている

のでしょうか。国からの指導というか、指示というか、情報共有があると思われますが、現状

では、派遣職員に関して、どのような手当がなされているのでしょうか。 

○小池課長 派遣職員に対するシステム対応については、データへのアクセス権の設定及びＵ

ＳＢ等外部媒体への書き込みの制御等で対応しています。派遣職員と交わす契約内容について

は今把握していません。 

○高田委員 それは契約上の義務ですか。それとも…… 

○中野課長 目標ですね。 

○高田委員 目標ですか。もうちょっと検討しても良いのかも知れないですね。 

○出倉総括理事 国の対応なんかも勉強させてもらって、その上でそういうことが必要であれ

ば、その次の派遣契約では考えることも必要かと。 

○高田委員 宜しくお願いします。 

○出倉総括理事 私ども、国が今どういう対応をしているかというのは、全部把握していませ
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んので、そういう対応を参考にして、必要であればやるということで、その契約が三者であれ

ばですね。 

○高田委員 さほど大きな障害はないと思うのですが、三者間契約にするのは。 

○諏訪課長補佐 ほかの独法の事例も含めてみて対応させていただきたいと思います。 

○出倉総括理事 ありがとうございました。 

○高田委員 宜しくお願いします。 

○諏訪課長補佐 ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 それでは、これまでの全体にかかって、ちょっと質問を何かしたいところがもしあるのであ

れば。 

 高田委員どうぞ。 

○高田委員 資料２の18ページ、ほかにもあるのですが、５の「その他参考情報」の２行目で、

「乖離は問題ない」とあります、18ページですね。５、「その他参考情報」の２行目のところ

に、「バランスが取れていることから、問題はない」。問題はない、という言い回しに、何と

なく違和感を覚えます。異常性が認められないとか、そういう判断ですね。つまり、バランス

がとれており、異常性のある乖離ではないとか、そういう意味であれば、問題はないという言

い回しよりも何か……。いや、これで通じるのですけれども、何となく「問題はない」という

と……。ここで言っているのは、単にバランスがとれているから指摘事項はなく、課題もない

という意味ですね。。 

○諏訪課長補佐 林野庁から。 

○高田委員 ほかのところも同じようにあります。ほかもそうです。60ページとか、これは47

ページ、全てこの「５」のところで記述があるのは「問題ない」という表現になっているんで

すね。でも、単に、改善を要する事項がないだけのことですから、何かほかの言葉に置きかえ

てもいいのかなと。 

○諏訪課長補佐 そうですね。農業のほうは、今、先生がおっしゃるような中身で、特段問題

はないということが認められるという内容でございます。 

○高田委員 ええ、課題はないと。 

○諏訪課長補佐 ほかの勘定も同じような考えでよろしいんでしょうか。 

○高田委員 そうです。全て同じように……。 

○黒木課長補佐 そうですね。林業もまさにご指摘のとおりの意味合いで、ちょっと適切な表

現ぶりがなくて、大変失礼いたしました。 
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○高田委員 宜しくお願いします。 

○黒田課長補佐 ここは、ちょっとみんな同じ書きぶりなので、相談して、ちょっとまた……。 

○諏訪課長補佐 そうですね。ご指摘いただきましたので、表現ぶりを工夫させていただけれ

ばと思います。 

○高田委員 個人的には、「問題がない」といわれると何も言えなくなってしまいますが、こ

こでは、単に、数値等に異常性が認められず改善を要する課題はないという、それだけのこと

が書いてあるのですから。 

○諏訪課長補佐 ありがとうございます。検討させていただきます。 

○高田委員 宜しくお願いします。 

○諏訪課長補佐 ほかにございますでしょうか。 

 開始から大体２時間近くになってきてはいるんですけれども、もしこの際ご質問があれば、

あと１つ、２つぐらいは受けようと思いますが、よろしいでしょうか。 

○千年委員 質問というか、本当に素朴な質問なんですけれども１つ。私たち大学も、大学法

人を同じような形で毎年度、実績報告書を書くのですけれども、報告を用意するのはものすご

く大変ですよね。今回も見て感じましたが、既に今回のような評価は法人では当たり前になっ

ており、見方によっては人間ドックと同じように、ちゃんと目標、計画が立てられており、ほ

とんどのところは普通にやっていれば特に問題ないという点検・確認が重要になっていると考

えます。今回もそういった形で、全部Ｂ評価ということで個人的には納得しているんですが、

この理解でよろしいのか。もしくは、もう少し積極的に評価することを求めていらっしゃるの

か。これが素朴な質問です。 

 というのは、例えばさっき言ったように事業の効率化、事業費削減とか、いろんなことが目

標にあったりしている。また、常勤の職員数は埋まっていない。そうしたなか事業をこなして

いるというところがありますよね。でも、そうであっても、評価はＡ評価とかにはならない。

でも、一方で、一般の職員に関しては、インセンティブを与えるよう、きちんと評価するとい

う、個人ベースの評価は厳格に行われています。評価に関しては、何か法人全体として、乖離

があるような気がします。私どもの大学も同じようなところがあるんですけれども。 

 いずれにしても、最初の質問に戻りますけれども、今回の評価は人間ドック的な類で、ちょ

っとおかしい点とか問題を見つめ直すような評価という理解でよろしいのでしょうか。 

○諏訪課長補佐 主務省としては、目標達成に向けて、独法がどういうように計画に基づいて

業務を実施したかというものの実績評価ということを、目標達成に向けた法人の自己評価がち
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ゃんと行われたかというのを含めて評価するようにしております。そういった意味では、つぶ

さに業務の内容を我々も見ているわけではないので、この自己評価というのが我々の評価の基

準になります。そういったところでいうと、もし頑張っているところがあれば、しっかりご報

告いただいて、それが計画達成、目標達成にどう貢献しているのか、計画以上の効果があった

のかというようなところを議論していくような仕組みがとれればいいと思ってはいるんですけ

れども、ただ、今年度の計画はもう走っている段階でございますので、そこは次の計画に向け

た検討材料として、いただいたご指摘を踏まえて、そういった計画、目標の設定というふうに

やっていきたいとは考えているのですが。 

○千年委員 あと、もう一点。一番最初に黒田先生がおっしゃった点にダブるかもしれません

けれども、ご用意された資料で様々な業務が行われていることはわかるのですが、法人の事業

の全体像がいまひとつ理解できないところがあります。今年度はあまり事故がなかったとか、

該当年度の特徴などを含めた、事業実績に関する概要を１枚ぐらい用意していただくと助かり

ます。次回からお願いできればと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 その概要の中で、高田先生がおっしゃったように、これは特記すべき事項だとか、そういっ

たことも記載いただくと、我々としては、大体どんな感じで今年、事業が行われてきたかとい

うイメージがつきやすいと思います。個々の業務等に分解されると、なかなか文字のほうにば

かり集中してしまって、なかなか事業の実態がイメージできないところがございます。 

○諏訪課長補佐 ご指摘につきましては来年に向けて、工夫したいと思います。 

○高田委員 参考の５、財務諸表ですが、これ、全体と個別が配られているんですね。私、一

応、会計の専門家ではあるけれども、これだけ見ても全体を把握するのは難しいです。でも、

信用基金の公表する財務諸表には「法人単位の計算書、勘定別計算書の関係を明らかにする書

類」という報告書が含まれておりまして、その書類では、全ての個別の計算書が横に並べて表

示されていて、それに加えて、法人単位の集計額も表示されております。これを頂戴するほう

が、全体を把握し易いと思います。次回からはこれをお配りいただければありがたいです。 

○田中委員 ああ、並列に並んでいる。 

○高田委員 ええ、そうなんです。 

○田中委員 これ、一目瞭然。 

○高田委員 はい。 

○田中委員 なるほど。 

○諏訪課長補佐 そういう意味で、一番最後の資料に予算決算とか、収支計画とか実績とか資
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金計画の実績というような形ではつくっているんですけれども、ご指摘がありましたので、ま

た次回からは工夫したいと思います。 

○高田委員 宜しくお願いします。 

○田中委員 要約表としてはそっちのほうがいい。 

○高田委員 はい。 

○諏訪課長補佐 それでは、一通りご説明させていただいたということでよろしゅうございま

すか。 

 先生方のご意見を踏まえつつ、最終的に評価を行いたいと思っておりますが、現時点では対

象外が７つ、残りが全てＢというような評定になってございます。これから30年度評価という

ことで、我々のほうで取りまとめさせていただきたいと思います。 

 本日は、この有識者会議についてはこれで終了とさせていただきたいと思います。貴重なご

意見、どうもありがとうございました。 

 何かございましたら、またご相談等させていただきたいと思いますし、また、今日の議事録

につきましても、取りまとめができ次第ご確認していただいた上で、評価書の公表とあわせて

公表させていただきたいと思いますので、またご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 本日は、暑い中、どうもありがとうございました。 

午後３時２７分 閉会 

 


