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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２年７月３０日（木）  

会場：農林水産省経営局第２会議室 

時間：１４：０３～１６：０３   

 

 

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令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（案）

について 

（２）その他 

３．閉  会 
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午後２時０３分 開会 

○丸山課長補佐 それでは、委員の皆様及び信用基金の皆様方もおそろいになりましたので、

始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、お集まりの委員の皆様、関係各位の皆様には大変お忙しい中、独立行政法人評価有

識者会議農林漁業信用基金部会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。私は窓

口を担当しております経営局金融調整課の丸山と申します。資料の説明と司会進行をさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼ながら座らせていただきます。 

 本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年までと異なりウェブ会議システ

ムの導入、また、人数も昨年と比べて10人程度絞らせていただいております。更に、換気のた

めドアや窓も開けさせていただいています。不手際や失礼が生じましたら、どうか御容赦いた

だきますよう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、まず座席

表がございます。次に資料一覧がございます。資料１としまして議事次第、資料２として評価

書（案）がございます。次に参考資料となりますが、参考１として独立行政法人の評価に関す

る指針がございます。参考２としまして農林水産省所管独立行政法人の評価実施要領、参考３

といたしまして農林漁業信用基金の業務の実績に関する評価の基準、参考４として令和元年度

に係る業務の実績に関する総合評定の一覧表、参考５として財務諸表、最後に参考６で信用基

金のパンフレットがございます。 

 ご確認いただき、不足等がありましたら、お申し出いただければ資料を配付させていただき

ます。よろしいでしょうか。また、会議中はスマホ、携帯は電源を切るか、マナーモードでお

願いいたします。また、会議の途中で５分程度、休憩を取らせていただきたいと思います。 

 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

催します。大変お忙しい中、全ての委員の皆様に御参加いただいております。改めまして感謝

を申し上げます。 

 委員の皆様は、昨年４月１日から新たな任期となっておりまして、来年３月末までの２年間、

委員を務めていただきます。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します。この評価は、独立行政法

人通則法に基づきまして主務大臣が行うことになっております。そして、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
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るということでお集まりいただいております。 

 それでは、有識者委員の皆様を御紹介させていただきます。 

 まず、私から見て右手奥から千年委員でございます。 

○千年委員 千年です。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐 続きまして、田中委員でございます。 

○田中委員 田中です。よろしくお願いいたします。 

○丸山課長補佐 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。 

○丸山課長補佐 続きまして、黒田委員でございます。 

○黒田委員 黒田です。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐 本日は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、それに

財務省政策金融課の村上課長補佐に出席いただいております。 

 また、農林漁業信用基金の深水総括理事、そのほか、各御担当者に出席いただいております

ので、御意見、御質問に対しましては我々又は信用基金から御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。改めまして経営局金融調整課の丸山と申します。本

日はよろしくお願いいたします。 

 それから、私の右手が財務省政策金融課の村上課長補佐です。 

〇村上課長補佐 村上です。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐 それから、林野庁企画課の原口課長補佐です。 

〇原口課長補佐 原口です。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐 その隣が水産庁水産経営課の黒田課長補佐でございます。 

〇黒田課長補佐 黒田です。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐 私の後ろ側になりますが、経営局保険監理官付の稲葉専門官です。 

〇稲葉専門官 稲葉です。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐続いて、水産庁漁業保険管理官付の芳之内管理官補佐です。 

〇芳之内管理官補佐 芳之内です。よろしくお願いします。 

○丸山課長補佐それから、信用基金の方でございますが、大変恐縮ですが、深水総括理事の方

から、役職員の御担当も含めて簡単に御紹介いただければと思います。よろしくお願いします。 

○深水総括理事 それでは、私、総括理事をしております深水と申します。本日はどうぞよろ
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しくお願いいたします。 

 それでは、担当の紹介をさせていただきます。 

 私の右隣ですけれども、水川企画調整室長です。 

○水川企画調整室長 水川です。よろしくお願いします。 

○深水総括理事 年度計画等の担当をしております。 

その隣が諏訪農業調整室長でございます。 

○諏訪農業調整室長 諏訪でございます。よろしくお願いいたします。 

○深水総括理事 諏訪室長は農業信用保険を担当しております。 

 それから、その隣が川浪林業調整室長でございます。 

○川浪林業調整室長 川浪でございます。よろしくお願いいたします。 

○深水総括理事 林業信用保証を担当しております。 

 それから、後ろになりまして、中山漁業調整室漁業業務推進課長でございます。 

○中山漁業業務推進課長 中山です。よろしくお願いいたします。 

○深水総括理事 あと、経理を担当しております総務経理部考査役の前多でございます。 

○前多総務経理部考査役 前多でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○深水総括理事 細部につきましては、担当の者からお答えさせていただくこともあるかと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○丸山課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、議事進行について御説明したいと思います。昨年度のこの会議におきましては、

網羅的な説明を事務局から説明させていただきましたが、その際、委員から項目を絞っても構

わないので、ポイントを絞った議論をした方がいいのではないかとの御意見を頂いたと承知し

ております。このため、今回の令和元年度評価におきましては、信用基金の自己評価と現時点

の主務大臣の評価案で評価が異なっている項目がいくつかございます。また、もともと重要度

が高い項目というのが用意されております。そういう項目を中心に項目を絞って説明させてい

ただきたいと思います。その上で総合的な評定について説明を行いまして、質疑応答というス

タイルとしていきたいと思います。 

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

政法人の評価に関する指針がございます。農林漁業信用基金は中期目標管理法人ということで、

４ページから20ページまでがこの法人の評価の方法となります。４ページの下の３の（１）に

年度評価というのがあります。５ページの下から６ページにかけて記載されております③に、
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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）ですが、原則としまして、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、基本はＢを標準とすることになっております。そ

れぞれの評定区分は11ページにあります。Ｓにつきましては、中期計画を量的・質的に上回る

顕著な成績が得られていると認められる場合、Ａにつきましては、法人の活動により所期の目

標を上回る成果が得られていると認められている場合、Ｂにつきましては、中期計画における

所期の目標を達成していると認められる場合、定量的に見た場合は100％以上、120％未満とな

っております。Ｃにつきましては、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、今回はＤになるようなものは全くありませんので省略させていただきます。

このため、基本的にはＢという評価になろうかと思います。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、資料３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ような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。 

 資料２の評価書においては、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がご

ざいます。後ほど御説明いたします。 

 それでは、資料２により説明に入らせていただきたいと思います。 

 まず、資料２を２枚めくっていただいてページがついていないところ、黄色のマーカーがつ

いているページをお出しください。このページは、年度評価項目別評定総括表でございます。

黄色のマーカー、これが信用基金の評価項目の小項目から大項目まで書いてあるのですけれど

も、特に黄色のマーカーの箇所が、法人がＡ評価という自己評価をつけた項目でございます。

また、重複もありますが、中期目標段階で重要度が高いとする項目は赤文字としております。

この赤文字のところも簡単に触れたいと思います。このような項目に基本的には絞りましてご

説明し、その後、御意見を頂ければと思います。 

 それでは、３ページをお開きください。先ほどの信用基金がＡをつけている項目ですけれど

も、あえて分かりやすいようにポイントとなるところに黄色で便宜的にマーカーをつけさせて

もらっています。先生方も既にお読みいただいているとは思いますが、今回はこういった会議

ですので、黄色のマーカーの箇所を中心にこちらから御紹介させていただきたいと思います。 

 ここは第１－１－（１）ということで、農業信用保険業務の融資機関等に対する普及推進・

利用促進の取組の小項目でございます。これにつきまして左から、中期目標、中期計画、年度
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計画、主な指標、そして法人の業務実績・自己評価というように並んでおりますが、基本的に

は業務実績と自己評価のところに黄色のマーカーをつけて、そこに更にポイントを絞って御説

明したいと思います。 

 まず、業務実績のところでございますが、①としまして、融資機関向け動向調査の実施によ

りまして、説明相手先を農業融資へ関心を示す機関に重点化しました。②で、内容の充実を図

り、各県域の融資機関による農業融資の取組や審査のポイント、保険事故の事例など幅広い情

報交換を実施しました。③としまして、実施方法の工夫を図り、複数の融資機関等が一堂に会

した形での説明、意見交換を実施しました。これにより、農業融資への取組がこれまで少なか

った融資機関が他の金融機関の農業融資・保証の取組状況等の情報を得ることができるように

なり、新たな農業融資・保証につながり得る有意義なものになりました。 

 続きまして下でございますが、助成事業についての説明でございます。各農業信用基金協会

が行う普及推進等の活動に対する助成事業の見直しを行うこととしました。実施は令和２年度

からになります。これは、制度の普及・利用促進には信用基金自身の取組だけではなく、各県

の現場で利用者と直接に接する基金協会の活動が重要であること、また、②としまして、基金

協会側からの要請があることを踏まえ、従来からの助成事業を拡充することとしたものです。

具体的には、例えば訪問に要する移動経費、パンフレット、ホームページの作成経費などに対

し、幅広く助成対象にするとともに債務保証の引受実績等に応じて助成を行うなど、基金協会

がそれぞれの実態等に応じて柔軟に活動を展開できるようにしたところです。本助成事業によ

り、今後、各基金協会はより積極的に普及活動が展開できるようになることから、制度の利用

促進が大きく貢献し得ると考えているところです。 

 大変恐縮ですが、１ページ戻ってもらいまして、これに対する信用基金の自己評価のところ

を御紹介させていただきます。これも黄色の箇所を中心に、確認的に説明させてもらいます。 

 対象の重点化、内容の充実、実施方法の工夫を図ったこと、これに加えて、基金協会に対し

普及推進等のための活動への新たな助成事業を実施することとし、協会がより柔軟かつ積極的

な普及推進等を行えるようにしたことから、Ａ評価とされております。 

 すみません、また、ページをめくっていただきまして５ページをお願いいたします。今ほど

説明したところが信用基金の自己評価のところでございますが、これに対する主務大臣の評価

を５ページに書いております。あくまでも現時点の案でございます。これにつきましては評定

をＢにしております。 

 評価に至った理由につきましては、農林漁業信用基金協会への普及推進等の活動に対する助
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成事業の拡充（令和２年度から実施）及び融資機関への説明の取組については、所期の目標を

上回る成果があったとは判断し難いことから、自己評価のＡとの評価結果が妥当であると確認

できなかった。一方で、融資機関等に対する普及推進等に向けて当該助成事業の拡充などの取

組を積極的に実施しており、一定の評価は可能と考えられることからＢ評価が妥当であると考

えられるためでございます。 

 これは令和元年度に、令和２年度から助成事業をするということで、予算の手当てをされた

のですが、まだ、実際には成果が出ていないので、この時点で所期の目標を上回る成果があっ

たという評価は難しいのではないかと、現時点では考えております。 

 続きまして、次のページの６ページをお開きください。これは農業信用保険業務の適切な保

険料率・貸付金利の設定のところでございます。 

 業務実績欄の黄色の箇所ですが、①農業近代化資金についてデフォルト率に基づく信用リス

クに応じた保険料率を導入しました。２つほど黄色のところを省略しますが、７ページの一番

下にいきまして、借入者のデフォルト率に基づく信用リスクに応じた料率の設定については、

中期目標では令和４年度までに導入するとされているところ、農業近代化資金等３資金につい

ては計画より２年前倒しの令和２年度から導入することを決定しました。参考ですが、７ペー

ジの一番右の欄に黄色で塗ってありますが、このデフォルト率を用いた保険料率の設定につき

ましては、中期目標期間の最終年度までにシステム構築を計画的に行うとされております。 

 続きまして、次のページの８ページの一番下の黄色の部分ですが、新たな料率の導入により、

経営努力を重ね、破綻リスクの低減を図ってきた農業者に対し、それに相応した低位の料率が

適応されることとなり、農業者の負担軽減、経営支援につながるとともに、更なる経営改善努

力の促進にも寄与するものと考えており、こうした効果は２年前倒しで発現し得ると考えてい

るとされております。 

 大変恐縮ですが、６ページ、７ページに戻っていただきまして、自己評価の欄を紹介させて

いただきます。自己評価としてはＡ、①で新たにデフォルト率に基づく信用リスクに応じた保

険料率を導入したこと、次の６ページの下のところですが、中期計画２年目に実施したことに

より、農業者の負担軽減等がより早期に、かつ長期間にわたって推進されるところ、以上のこ

とからＡ評価とするとされております。 

 ９ページをお開きください。これに対応します現時点の主務大臣による評価案でございます。

評定に至った理由ですが、中期目標においては中期目標期間の最終年度までに借入者の信用リ

スクに応じた保険料率の導入を行うこととしているが、これを２年前倒しで導入したことによ
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り、農業者の負担軽減に資する効果が所期の目標よりも早期に発現することの確実性が高いと

認められることから、自己評価のＡとの評価結果が妥当であると確認できたためということで、

ここにつきましては現時点の主務大臣の評価案としましても、Ａ評価でいいのではないかと考

えているところでございます。 

 続きまして、10ページ、11ページのところをお願いします。項目としましては、保険事故率

の低減に向けた取組のところでございます。 

 業務実績ですが、12ページのところにポイントを記載しております。各基金協会が行う保険

事故の低減に向けた取組に対する助成事業の見直しを行うこととしました。これは、保険事故

率の低減には直接的には農業者や融資機関に接する基金協会の取組によるところが大きいこと、

基金協会側からの要請があることを踏まえ、従前からの助成事業を拡充することとしたもので

あります。具体的には例えば大口保証先の情報収集・管理のための信用調査、融資機関巡回、

三者協議等に要する経費や審査能力向上のための資格取得等に要する経費に対し、幅広く助成

対象とするとともに引受実績等に応じて助成するなど、基金協会がそれぞれの実態等に応じて

柔軟に取組を展開できるようにしたところです。また、本助成事業により、今後、各基金協会

は事故率低減のための活動をより積極的に展開できるようになることから、目標の達成に向け

て大きく貢献し得るものと考えています。 

 また、10ページに戻っていただきまして自己評価の欄でございます。信用基金の自己評価は

Ａ評価となっております。これは、基金協会に対し、事故率の低減に向けた取組への新たな助

成事業を実施することとし、基金協会がより柔軟かつ積極的な取組を行えるようにしたことか

ら、Ａとされております。 

 これに対します現時点の主務大臣による評価案を13ページに記載しております。評価はＢと

しておりまして、評価に至った理由は、農業信用基金協会への保険事故率の低減に向けた取組

に対する助成事業の拡充の取組については、所期の目標を上回る成果があったとは判断し難い

ことから、自己評価のＡとの評価結果が妥当であるとは確認できなかった。その一方で、基金

協会への保険事故率の低減に向けた当該助成事業の拡充などの取組を積極的に実施しており、

一定の評価は可能と考えられることからＢ評価が妥当であると考えたところでございます。先

ほどの一番最初に説明した助成事業と基本的には同じ理由になっております。 

 続きまして、次のページの14ページ、15ページをお開きください。求償権の管理・回収の取

組のところでございます。 

 15ページの下のところですが、各基金協会が行う求償権の管理・回収の取組に対する助成事
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業の見直しを行うこととしました。求償権の管理・回収を実際に行う基金協会側からの要請を

踏まえ、従前から助成事業を拡充等することとしたものであります。具体的には例えばサービ

サーへの回収委託、回収専門員の設置等に対し、幅広く助成対象とするとともに活動実績に応

じて助成するなど、基金協会がそれぞれの実態に応じて柔軟に取組を展開できるようにしたと

ころでございます。本助成事業により、今後、各基金協会は外部委託を一層活用するなどして

限られた資源の中で効率的に活動が展開できるようになり、回収の向上や審査の強化等に大き

く貢献し得るものと考えています。 

 これに対する自己評価ですが、14ページのところの上ですが、信用基金としてはＡ評価をつ

けております。その理由につきましては、基金協会に対し、求償権の管理・回収の取得への新

たな助成事業を実施することにより、より柔軟かつ積極的な回収等を図れるようにしたことか

らＡ評価とするとされております。 

 これについての主務大臣の評価案は、15ページの下に書いてございます。主務大臣の評価案

としましては、現時点ではＢとしております。評価に至った理由は先ほどとほぼ一緒ですが、

基金協会への求償権の管理・回収の取組に対する助成事業の拡充（令和２年度から実施）など

の取組については、所期の目標を上回る成果があったとは判断し難いことから、自己評価のＡ

との評価結果が妥当であると確認できなかった。その一方、基金協会への求償権の管理・回収

の取組に対する助成事業の拡充などの取組を積極的に実施しており、一定の評価は可能と考え

られることからＢ評価が妥当であると考えております。 

 農業信用保険事業につきましては以上でございます。 

 続きまして、林業信用保証業務の関係で２項目ほど説明させていただきます。 

 24ページと25ページをお開きください。まず、最初に「その他の指標」としまして保証引受

件数が前年度実績以上であるかということと、保証引受件数のうち制度資金に係るものの比率

が前年度実績以上という指標などがございます。 

 その上で、業務実績の状況を説明させていただきます。令和元年度の保証引受は前年度に比

べて増加しておりまして、件数は37件で3.7％増、金額は34億円で12.1％の増加となっており

ます。また、新規・増額の案件は大幅に増加しておりまして、件数は36件、パーセントにしま

すと15.8％増加しております。金額は17億円以上増加しておりまして、パーセントでは28.7％

の増加となっております。制度の普及促進、利用促進に当たっては、現地訪問の取組が効果的

であることを踏まえ、３年以内に訪問実績のある融資機関の引受実績の割合が引受件数、引受

金額ともに70％以上となっております。また、現地訪問を主体として林業信用保証へ関心を示
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す地域を重点的に取り組まれています。 

 一方、令和元年度の保証引受件数のうち、制度資金に係るものの比率は40.8％となり、平成

30年度の43.6％から2.8ポイントの低下となっております。金額ベースでは191億円となり、30

年度の170億円から21億円以上（12％）の大幅な増加となっております。保証引受件数のうち、

制度資金に係るものの比率は減少しましたが、金額ベースでは大幅な増であることから、制度

資金の活用の減少に起因するものではないと考えております。 

 これについての信用基金の自己評価はＡ評価となっております。理由は、新規・増額案件の

引受が大幅に増加、保証引受全体の件数及び金額の増加につながった。特に保証引受件数につ

いては、ここ数年、減少が続いていたものが増加に転じることとなり、顕著な成果があったと

考えたことなどからＡとするとなっております。 

 26ページをお開きください。これに対する主務大臣による評価ですが、Ｂ評価とさせていた

だいております。評価に至った理由ですが、評価指標の一つである保証引受件数のうち、制度

資金に係るものの比率が対前年度比で減少していることなどから、自己評価のＡとの評価結果

が妥当であると確認できなかった一方で、新規・増額案件の保証引受実績（金額）が増加し、

減少が続いていた保証引受件数が増加に転じたこと、制度の普及推進活動等の取組も積極的に

実施していること等については一定の評価が可能であることから、Ｂ評価が妥当であると考え

たところでございます。 

 続きまして、次の林業の項目の27ページを簡単に説明させていただきます。これは法人も自

己評価でＢ評価をつけているところでございますが、中期目標で重要度が高い項目されており

ますので、簡単に御説明させていただきます。27ページの業務実績でございますが、料率算定

委員会を開催し、業務収支から見た保証料率、政策性を踏まえた保証料率、被保険者の財務状

況に応じた保証料率の三つの観点から点検を実施されています。その結果、現行の保証料率の

体系を据え置くことが適当と判断されたところです。 

 自己評価ではＢとなっておりまして、料率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たことからＢとするとされております。 

 これに対する主務大臣の評価案は28ページに書いてございます。自己評価のＢとの評価結果

が妥当であると確認できたため、主務大臣評価案もＢとしております。なお、このように簡潔

な評価案の書きぶりにつきましては、独立行政法人の評価に関する指針において認められてい

ますので、例年どおり、簡潔に書いております。 

 林業は以上にさせていただきます。 
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 続きまして、重要度の高い項目があります漁業信用保険業務の方に移らせていただきます。 

 41ページの方をお願いいたします。41ページに漁業信用保険業務の適切な保険料率・貸付金

利の設定が小項目として掲げられております。 

 業務実績につきましては、料率算定委員会を開催し、保険料率水準の点検を実施しました。

その結果、現行の保険料率を据え置くことが適当という結果になっております。 

 自己評価もＢ評価、料率算定委員会において業務収支や保険事故の状況等を踏まえ、保証料

率水準の点検を実施したことからＢとするとなっております。 

 これに対します主務大臣の評価案につきましては42ページでございます。主務大臣もＢ評価

としておりまして、理由は自己評価のＢとの評価結果が妥当であると確認できたためとさせて

いただいております。 

 漁業信用保険につきましては以上とさせていただきまして、次に56ページにありますが、農

業保険関係業務についても簡単に触れさせていただきます。56ページでございます。業務実績

のアの２つ目の〇ですと、共済団体に対し、台風15号、19号により被災した農業者に対する共

済金の支払に必要な貸付けを２回行ったということとなっております。 

 自己評価につきましてはＢとなっていまして、共済団体等に対する貸付業務の適正な実施に

取り組んだためとされております。 

 最後の業務としまして、漁業災害補償関係業務について60ページで触れさせていただきたい

と思います。ここは、すみません、自己評価の欄でいきたいと思いますが、漁業災害補償関係

業務についての情報提供の充実及び利用者の意見の反映という項目でございますが、情報提供

の充実及び利用者の意見の反映に取り組んだことからＢ評価とするとなっております。 

 これに対する主務大臣の評価につきましては、60ページの下の方に書いてありまして、現時

点ではＢ評価としておりまして、自己評価のＢとの評価結果が妥当であると確認できたためで

ございます。 

 各項目の説明につきましては、先生方の御意見も踏まえつつ最終的に評価したいと思います

が、ページを前から２枚めくったところに戻っていただきまして、全体評価が書いてあるとこ

ろに戻りたいのですけれども、２枚めくっていただいたページのついていないところでござい

ます。ここに総合評定について書かれております。総合評定につきましては、中期目標におけ

る所期の目標を達成していると認められるということで、現時点ではＢ評価としております。 

 評価に至った理由につきましては、項目別評価は39項目のうち、Ａが１項目、Ｂが31項目、

評価の対象外が７項目となっており、全体として中期目標における所期の目標を達成している、
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また、全体の評価を引き下げる現象もなかったため、Ｂ評価とするとさせていただいておりま

す。 

 項目を絞らせてもらいましたが、私からの説明は以上でございます。信用基金から何か補足

はございますでしょうか。 

○深水総括理事 特にございません。 

○丸山課長補佐 分かりました。 

  

 では、１時間弱が経過しましたので、ここで休憩に入らせていただきます。 

午後２時５４分 休憩 

午後３時００分 再開 

 

○丸山課長補佐 皆さん、おそろいになりましたね。それでは、再開させていただきます。 

 質疑を始める前に、先生方の御意見につきましては報告書の中に反映するとともに、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、御理解、御協力のほどをよろしくお願いします。質疑につきましては、ま

ず、農業部門の４項目を中心に農業の中項目、林業の中項目、あと、漁業、農業保険、漁業災

害補償ということで、あと、その他全般ということで、こういう順番で進めさせていただきた

いと思います。 

 農業の評価につきまして、評価やその他につきまして、先生方、御意見や御質問はございま

すでしょうか。田中先生、どうぞ。 

○田中委員 主務大臣の評価は公表されるんですか。 

○丸山課長補佐 この評価書を直したものの最終版が公表されます。 

○田中委員 このまま公表されると。 

○丸山課長補佐 はい。 

○田中委員 でしたらコメントがあるですけれども、Ａ評価がＢ評価に下がった理由としては、

まだ、実際にやっていないじゃないかと、趣旨だと思うんですけれども、実施に移っていない

から成果がないというんだけれども、一応、前向きに何か取り組んでやろうとしているのだか

ら、ちょっとは上回っているんだけれども、この書き方だと上回る成果がまるでなかったとい

うふうに読めちゃうので、例えば５ページのやつ、所期の目標を上回る成果があったとは判断

し難いというと、まるでなかったし、だから、Ａ評価は。 
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○丸山課長補佐 すみません、所期の目標を上回る成果があったということ自体がＡ評価であ

るための条件です。 

○田中委員 120％以上でしょう。 

○丸山課長補佐 農業の方は120％とかということではなく、助成事業の予算をつけたけれど

も、まだ、その費用対効果とか成果が出ていないからということで。 

○田中委員 趣旨は分かるんだけれども、目標100％以上がＢ評価じゃなかったでしたっけ。

評価基準。 

○丸山課長補佐 そうです。100から120。 

○田中委員 でしょう。100を達成していないという言い方じゃない、これだと。所期の目標。 

○丸山課長補佐 定量的な評価のときはそうかもしれませんけれども、先生、参考３を見てい

ただきまして、１枚めくってもらって３ページ目になりますけれども、ここに具体的に信用基

金の評価が書かれていまして（イ）です。小項目に達成すべき定性的な目標が定められている

場合には、当該目標の達成度合いを踏まえ、次の５段階で行うものとするとなっておりまして、

なお、当該小項目の実施状況を判断するための基準として、指標が設定されている場合には、

その達成度合いを考慮した上で判断するものとするとされておりまして、そこのＡのところに

Ａの条件が所期の目標を上回る成果があったとなっていて、だから、所期を上回る成果があっ

たということ、イコール、Ａなんです。 

○田中委員 定量的じゃない評価項目ということ、ここは。 

○丸山課長補佐 そうです。所期の目標がおおむね達成された場合はＢということで、上回る

成果が。確かに助成事業をやったことは一歩、信用基金も頑張ったとは私たちも思っているん

ですけれども、成果があったとは説明しにくいなと。 

○田中委員 分かりました。そうすると、数値目標になっているところは、ここはないわけ。 

○丸山課長補佐 今年度におきましては、正式に定量目標としているところはないんですけれ

ども、ただ、さっきの林業のように参考とする指標の中に定量的な要素が入っているのがあり

ます。全体では定性評価だけれども、組合せされていて、定性評価をするのに当たって指標も

参考にして評価するというようになっている項目が例えば林業などであります。 

○田中委員 林業のさっきの24ページのやつで定量的指標と書いてあるやつ、こういうやつが

何％というような。 

○丸山課長補佐 主な定量的指標は、今はなしという設定になっています。これは、24ページ

の主な評価指標とのところをご覧いただいて。 
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○田中委員 これはなしになる。 

○丸山課長補佐 なしですが、その他の指標ということで、そこには定量的要素が加味されて

います。 

○田中委員 指標のところに定量的な指標が大体出ているんだけれども、これは必ずしも使わ

ないというか。 

○丸山課長補佐 評価の参考にすると。 

○田中委員 参考に。うちもそうなんだけれども、なるべく量れるやつを出しなさいと言われ

て一生懸命出しているんだと思うんですけれども、なかなか苦しいよね。 

○丸山課長補佐 いろいろと経緯もありまして、定性評価になっております。 

○田中委員 私もこの報告書を書く仕事は分かっているのでやっていますが、よく分かります。 

○丸山課長補佐 先ほど言いましたように、その目標は先ほどの（イ）というところで言いま

したけれども、なお、当該小項目の実施状況を判断するための基準として、指標が設定されて

いる場合には、その達成度合いを考慮した上で判定しなさいとなっています。 

○田中委員 分かりました。規則どおりの文言を使っているということですね。 

○千年委員 今の点に関して私の方から質問させていただければと思いますが、よろしいでし

ょうか。５ページの評価ですけれども、今の関連で、確かに助成事業に関しましては今年度か

ら実施で昨年度ではないことは分かるのですが、融資機関等への説明の取組みは行われていま

すし、実際、新たに保証契約締結機関を結んだのは７つとなっています。これは、実は指標に

も入っているのですけれども、ただ、数が書かれていないだけだと思います。ということで、

比較のしようがないのでしょうが例年、どのくらい、例えば前々年度とか保証契約締結機関数

があったのでしょうか。 

○丸山課長補佐 ３ページの上の表のところに出ておりまして、元年度ですと期中増が17、参

考となる29年度ですと19機関となっています。元年度は７機関です。 

○千年委員 了解しました。そうすると、元年度は前年度に比べて減っているし、もともと目

標にされていませんから、十分な実績ではないと判断して、やはりＢという評価になっている

のですね。 

○丸山課長補佐 そこは少なくともプラスの評価はし難いとは考えました。 

○千年委員 了解しました。 

○丸山課長補佐 一番の理由は、この項目は助成事業を新たにやったのが目玉だと思うんです

けれども、残念ながら、その成果や費用対効果が見えないので、という比較的単純な理由です。 
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○千年委員 もう一つ、助成事業を拡充するということで、従前からされているということで

すが、これは基金が主体的に行っている事業なのですか。 

○丸山課長補佐 そうです。 

○千年委員 そうしますと、あと、財務諸表の事業費のところでは、どこに出てくるのでしょ

うか。それを見たとき、助成事業というところ。 

○丸山課長補佐 今、先生が見ているのは参考５でしょうか。 

○千年委員 今日の資料ですと。 

○丸山課長補佐 参考５だと思います。 

○千年委員 ここに一応、事業費が出ていますよね。どの項目にその事業は対応しているので

すか。例えば保険事業費とか、保証事業費とかが入っていますけれども、一般の方には入らな

いと思うのですけれども、どこに入っているのでしょう、というのが質問です。 

○深水総括理事 参考５の財務諸表を御覧いただいて、これの30ページが損益計算書なんです

けれども、これの例えば農業信用保険勘定の求償権管理回収助成というのが、事業費、保険事

業費の中の上から５つ目にございます。 

○千年委員 これに入るわけですね。 

○深水総括理事 2,788万とか。 

○千年委員 これは先ほどからおっしゃっている助成事業の費用と見てよろしいということで

しょうか。 

○深水総括理事 今、農林水産省の方から御説明させていただいたとおり、ずっとこの評価の

中で書かせていただいたのは、令和２年度に拡充して実施するということについての内容を丸

山補佐から説明させていただきまして、この求償権管理回収助成の方は令和元年度に助成した

分なんですけれども、それは実際に助成の対象としている費目とかを限定していて、かなり使

いやすくないというか、協会側からすると使い勝手は必ずしもよくないものだったので、それ

を今回、より柔軟に使えるようにして、金額の総額も増やして協会が創意工夫を用いて事業を

実施できるようにするというのが、２年度に向けて内容を修正及び拡充したというのが今回の

取組です。 

○千年委員 質問しましたのは助成事業の規模を知りたかっただけです。活動内容をいろいろ

柔軟に対応できるように協会側が対応されているという趣旨は分かります。ただ、実際に助成

事業については以前も説明があったんのかもしれませんが、私も記憶が十分じゃないというか、

分からなかったため、規模的にどの程度の事業なのかということで質問しただけです。ここに
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示されている数字すね。でも、これはその一部なんですかね。 

○水川企画調整室長 一部です。ものすごくざっくり言うと、今まで１億ぐらいだったのを３

倍ぐらいに増やしたというのが、ざっくり言えばそんな感じです。 

○千年委員 了解いたしました。 

○水川企画調整室長 その上で、求償権のために使うということに限らず、制度の普及推進に

も使える、求償権管理にも使えるという若干メニュー的な幅を広げたということで、そういう

額も増やした、メニューも増やしたと。両方の意味で協会が大分動けるようになるだろうと、

そういう効果を狙ったということです。 

○千年委員 ありがとうございます。 

○丸山課長補佐 農業信用保険の関係でそのほか、御質問、御意見はございますでしょうか。 

○千年委員 もう一つ、今回、家畜等購入育成資金については事故率を踏まえて保険料率を引

下げています。これはすばらしいことだと思うのですけれども、実際、今までこういった引下

げという例とかは、過去はどうだったのでしょうか。直接的な質問ではないのですが。良いこ

とだと思うのですけれども、いかがでしょう。 

○深水総括理事 資金の保険料率を引き下げた例というようなことでしょうか。保険料率につ

いては毎年度、見直しをしておりますので、例えば平成30年度から令和元年度にかけても引下

げをしているのは、６ページを見ていただくと主な保険料率を記載させていただいているんで

すけれども、この中で例えば下の方の農家経済安定施設資金ですとか、農家生活改善資金、生

活面での資金です、こういうようなものについて引下げをしている例がございます。そういう

ことで毎年度毎年度、保険料率の状況を見ながら引下げをしていると。今回は家畜等購入育成

資金について状況を分析してみたところ、こういうことができそうだということで対応したと

いうことでございます。 

○高田委員 損益計算書のところで求償権管理回収助成が、2,788万4,000円とありますが、こ

れはキャッシュのアウトが生じているのですか。今の御質問は、参考５の30ページの農業信用

保険勘定についての質問です。ここに、2千7百万円とある、求償権管理回収助成のことです。

これはキャッシュフロー計算書の農業信用保険勘定のどこに表示されているのか探したのです

が、見当たらない。ということは、キャッシュはまだアウトしていない、つまり、未払になっ

ているのでしょか。 

○前多総務経理部考査役 キャッシュは出ています。 

○高田委員 出ていますか。それはキャッシュフロー計算書のどこですか。たとえば、損益計
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算書に表示されている保険金2,463,784,248、これはキャッシュフロー計算書でそのままの金

額が上から３分の１ぐらいですか、保険金の支払による支出、△2,463,784,248として表示さ

れており、損益計算書上の支出とキャッシュフロー計算書上の支出が同じ数字になっています。 

○深水総括理事 キャッシュフロー計算書の中に、農業信用保険勘定のその他の業務支出とい

うことでまとめているところがございまして、３億1,600万ぐらいの三角になっておりますけ

れども、ここの中に入っている。 

○高田委員 そういうことですか。分かりました。 

 つぎに、細かい点なのですが、よろしいですか。内部統制上というか、管理上、少しは役に

立つように思いまして。20ページです。右から２番目の欄のウの３番目の丸印のところです。

複数の職員が正確性の点検を行うよう努めたにもかかわらず、事務処理上の不備が生じた。 

 これですが、「複数の職員が正確性の点検を行うよう努めたが、以下の事案が発生した」と

あります。監査法人等では、点検漏れを検出し易くするため、「ToDo」リスト、つまり、申送

りのためのチェックリストや、備忘記録を作成して、何がオープンアイテムになっていて、作

業が完了していないかを確認できるようにするのが一般的と思います。 

 手元資料の、一番右側の２番目の欄の下から４行目、「再発防止策として」「複層的チェッ

クを確実に行う」とありますが、チェックリストを使うなどして、オープンアイテムの「見え

る化」を図ることを考えてもいいのかなと思います。これが１点目です。 

 次は21ページです。右から２番目の欄の丸印、「この他、平成26年度に徴収すべき保険料に

ついて」云々と書かれております。この不具合が検出されたのは今年度ですね。 

○深水総括理事 令和元年度です。 

○高田委員 であるなら、まず、不思議なのは、なぜ、どういうきっかけで発見できたのか。

このような不具合は、テストデータで検出されていて然るべき問題と思われますが、アプリケ

ーション・ソフトを導入したときにテストデータで検証することを業者さんに義務付けている

のか、また、どういうデータを用いて検証したのか、検証の仕方が甘かったのではないか。い

や、きつい言い方でごめんなさい。というのは、過去に何回か、プログラムの不具合があった

ように記憶しております。過去の痛い経験をどのようにテストデータに生かして、アプリケー

ション・ソフトに不具合がないようにするのか。特にこれは主たる業務ですから、こんな不具

合が生じるのは余り好ましくないと思います。 

 これについてはもう一つ論点がありまして、この不具合につき、監事さんとどういうコミュ

ニケーションをされたのでしょか。また、会計監査人とどのようなディスカッションをされた
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のでしょうか。重要な業務プロセスですから。これについてプログラムにバグがあるか否かは、

プログラムを実装する前に検証すべき問題で、監査法人から指摘されても仕方がない。また、

監事からも、こういう点についてはどういうふうにバグの有無を検討していますか、という質

問があって然るべきと思うのですが、その点については何か議論がなされたのでしょうか。 

○諏訪農業調整室長 私から御説明させてもらいますが、こちらのプログラムの不具合は以前、

修復して未徴収の部分は処理済みだったと思っていたところなんですが、おっしゃるとおり、

処理の仕方が足りずに、条件変更をする日と支払日の属する月がたまたま同じになるものが、

それについて修復するようなプログラムの修正ができていないことが後日の検証で発見され、

それで修復したというのが昨年の状況でございます。 

○深水総括理事 補足させていただきますと、確認したところ、今、申し上げましたけれども、

過去に修正した後、最終的に何年かかけて修正しているんですけれども、修正した後のプログ

ラムを使うと同じ問題は起こらないということは、改めてこの問題が起こった後に確認してい

ます。したがって、今後にまた追加でそういうことが起こるということは、このミスに関して

は起こらないものであるということではございます。 

 先ほど御指摘のありました中で、契約の相手方にどこまでのというか、どういうデータを使

ってプログラム上の問題が起こらないかということを確認するということに関しましては、こ

の契約をしていた段階では、そこまでの厳密な、このデータの何年分かを入れて確認するとい

う義務までは課しておりませんでした。それは委員からも御指摘のとおり、大きな問題、重要

な問題ですので、この再発防止策は省略して書いておりますけれども、中の一つとしては、そ

ういう契約においては必ず同じような数年分のデータを使って、プログラム上のミスが起こら

ないかということを確認するということを、契約の相手方に義務付けるという契約書に修正す

るということで対応しております。 

○高田委員 ありがとうございます。 

 ついでに、と言っては何ですが、過去の保険料が変わるわけですね。そうすると時効の問題、

徴収時効というか、たとえば、国の保険だと時効まで、２年ぐらいでしたでしょうか。時効援

用のリスクは管理の対象なのですか。 

○深水総括理事 時効の援用によるリスクは管理の対象なんですが、我々はこの保険料につい

ては発生した時期との関係でいえば、まだ、ぎりぎり時効の範囲内だというふうに考えており

ますので、見つかった時期がまだよかったという意味ではあるんですけれども、そういう意味

で、この保険料はプログラムを修正して徴収するということで、今、作業を進めているところ
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でございます。 

○高田委員 これについては法律の専門家と、議論しておくことが必要なのではないかなとい

う個人的な思いがあります。 

○深水総括理事 御指摘を踏まえて対応させていただきたいと思います。 

○高田委員 もう１点だけよろしいですか。37ページですが、右から２番目の欄、業務実績の

下から２番目の、小さな中黒の印を付した記述に、「リストはプロテクトをかけ」云々とあり

ます。エクセルを使っておられると思われますが、オリジナル・ファイルの管理のため、例え

ば、記録内容を変更するためには、管理職の承認を必要とするなどのルールは、導入しておら

れるのでしょうか。「リストはプロテクトをかけ」と書いてありますけれども、これはスプレ

ッドシートの管理に必要とされる内部統制の一つに過ぎませんから、今後、監査法人と話し合

われるなどして、エクセルシートの保護と更新の事務手続きについて検討された方が宜しかろ

うと思いまして、余計なことですが、コメントさせていただきました。 

○深水総括理事 ありがとうございます。 

 リストもプロテクトというか、ファイルのプロテクトに係るような点については、どういう

やり方がいいのかということは、これだけではないですけれども、今回を契機に考えたこと一

つがこういう形で、確かにプロテクトをかけて、しかもそのものからは印刷をかけない、コピ

ーしてコピーの方だけを使うようにするということにしてはいるんですけれども、今の御指摘

も踏まえてどういうことができるのか検討したいと思います。 

○高田委員 電子データは、変更が、痕跡を残すことなく、出来てしまうので、どれがオリジ

ナルか判然としなくなることが、稀では無いと思います。これは私自身、業務の現場で悩んで

いることなので、ご検討いただければと思います。以上、です。 

○丸山課長補佐 ありがとうございました。 

 農業信用保険については以上でよろしいでしょうか。 

 では、続きまして24ページ以降の林業信用保証業務について、御意見、御質問等をお願いい

たします。 

○黒田委員 一つ質問させてください。25ページの自己評価Ａのところが主務大臣の評価では

Ｂというところが今は質問の対象になっていますね。 

○丸山課長補佐 はい。 

○黒田委員 自己評価の場合は、新規・増額案件の引受が大幅に増加したということを評価し

てＡにされていると思うんですけれども、これは件数と金額の増加につながったというポジテ
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ィブな結果だったと書いておられますが、主務大臣評価案では引受件数と制度資金に係るもの

の比率が対前年度比で減少しているから、ＡじゃなくてＢと読めるんですけれども。 

○丸山課長補佐 そのとおりでございます。 

○黒田委員 評価の軸が全然違いますよね。何を重視して評価するかということで、全然違う

ことでＡかＢかというのが。 

○丸山課長補佐 先生がおっしゃったとおり、もちろん、大幅な増加というのはプラスの要素

だと理解しておりますが、その一方でマイナスの要素もあったので、全体を通してはＢにとど

めるのが妥当かと考えたところです。 

○黒田委員 そうすると、増加したということよりも前年度比で減少したということが重大と

いう判断になりますか。 

自己評価でＡであったところがＢになった理由というのは、どちらの評価が重要かという理

解ではなかったんですよ。新規・増額案件が大幅に増加したということが書いてあるのに、制

度資金に係るものの比率が減ったということがマイナス要因としてＢにされてしまっていると。 

○丸山課長補佐 もちろん、大幅に増加したのは、比べ難い事象だとは思うんですけれども、

大幅に増加したというのは事実だとは思っておりますが、評価指標には制度資金のほかにも保

証引受件数が前年度実績以上という評価指標も置かれていまして、それも3.7％にとどまって

いますし、あと、先ほど言いましたように制度資金の比率が前年度を残念ながら下回ってしま

った以上、総合的に判断すると、分かりやすく言うとプラスマイナスゼロじゃないかなという

ことで考えたところでございます。 

○黒田委員 そうですか。ということで、自己評価はＡだけれども、主務大臣の評価案はＢが

妥当だという解釈をされたわけですね。 

○丸山課長補佐 大臣としてはＢが妥当だと。 

○黒田委員 ということになるんですか。 

○丸山課長補佐 現時点ではそのように考えているところです。 

○黒田委員 そういう意味でしたら分かりました。ありがとうございます。 

○田中委員 これも書き振りの問題だと思うんだけれども、新規の案件は増えて、減少してい

たこれも増えてはいるが、評価指標であるという順番を変えた方が。これとこれは成果があっ

たけれども、３番目の指標がアウトだから。そういう書き振りの方が分かりやすい。 

○丸山課長補佐 あえてこのように書いていたんですけれども、ひっくり返した方がよろしい

でしょうか。 
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○田中委員 多分。 

○丸山課長補佐 全般的にそうですけれども。 

○田中委員 ３個は成果があったけれども、三つ目が。 

○丸山課長補佐 ３つ目がこうだったので。 

○田中委員 そうそう。だからＢに。 

○丸山課長補佐 Ｂにしましたと。 

○田中委員 そうそう。その方が分かりやすい。 最初に成果はあったけれども、ここがある

からしようがないねとかいう、そういう書き振りの方が。 

○丸山課長補佐 書き振りは検討させてもらいます。 

○田中委員 その方が分かりやすいし。 

○丸山課長補佐 では、ここに限らず、全体的にそういう書き振りになっていますので、順番

を入れ替えるようにした方がよろしいという御意見でよろしいですか。 

○田中委員 分かりやすい方が。 

○丸山課長補佐 プラス点はこうだけれども、マイナス点があるから。 

○田中委員 差引きゼロで、プラマイゼロでというような。 

○丸山課長補佐 分かりました。そのように書き直しますように検討いたします。 

○高田委員 12ページ、よろしいですか。戻ってしまい、ごめんなさい。基金協会の件ですが、

紙面の右側の中央付近に、ひし型記号がありますね。 

○丸山課長補佐 12ページですか。 

○高田委員 資料２の12ページですが、よろしいですか、 

ここで基金協会が行う保険事故率低減に向けた取組と書いてあります。この取組ですが、基

金協会は８ぐらいのブロックに分かれているんですか、全国で。 

○諏訪農業調整室長 47都道府県で８ブロック。 

○高田委員 ８ブロックの中で事故率の高いところと低いところがあるはずです。一番高いと

ころと低いところ、つまり、両極端を比較してみると、何が要因で低いのか、何が要因で高い

のかという特色が見えてくる可能性があると思われますが、そのような分析は、行っておられ

ますか。もう一つ、貸倒れ率というか、事故率が高いところのパフォーマンスを良くすれば平

均値は良くなります。改善するには悪いところを直していくことで、どんどん平均は改善でき

る。良いところを伸ばすよりも、悪いところを平均値まで改善する方が、容易と思います。そ

ういうような形での管理は行っておられるのでしょうか。 
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○深水総括理事 基金協会はそれぞれ独立した法人でもございますので、それぞれのところに

対してうちがどういうふうにやってくださいという管理はできません。ただ、もちろん、この

中にも書かせていただいておるんですけれども、今、御指摘いただいたところのすぐ上のとこ

ろに書かせていただいておりますけれども、例えば大口保険引受先を中心とした現地協議とい

うようなものをやっておりまして、これについては事故率が高かったりとか、期中管理に問題

があり、より注意をするべきようなところというのをうちの中で抽出して、そこに対して現地

へ行って、その取組についての確認をして、更に助言というか、アドバイスみたいなものをし、

というような形でおっしゃるような事故率が高いところについてのより集中的な取組というの

をうちとしてはさせていただいています。 

○高田委員 そこから得られる教訓を、他の地域の基金協会で共有する仕組みはあるのでしょ

うか。 

○深水総括理事 実は、事故になってしまったようなケースについて、それぞれの地域によっ

て同じように事故が多くても、要は農業の状況とかも違ったりするものですから、同じ取組が

できるとは限らないんですけれども、事故事例をうちの方で集めまして、その事故事例から振

り返って引受の段階で取り組むべきことだったりとか、あるいは期中管理のときに気をつける

べきことだったりとか、そういうようなことについてまずは昨年の段階では事例集を作って、

各基金協会に対してお知らせするということをしています。本来ならば今年度、それを使った

ブロックごとの会議みたいなのをやりたかったんですけれども、今、新型コロナの事情もあり

まして、そういう会議はできておりませんけれども、そういう取組をこれからやっていこうと

いうふうにしております。 

○高田委員 そのような取り組みは、この文章の中に簡潔に表すことはできないのですか。 

○深水総括理事 冊子に取りまとめて基金協会へ配付したところは、先ほど申し上げたように、

これは昨年度の取組ですので、それは15ページのところに、整理させていただいておりますけ

れども、それを使ったブロック会議みたいなものは令和２年度に取り組むことなものですから、

それはそういう意味では、令和２年度の評価書ができるところで記載させていただきたいとい

うふうに思っております。 

○高田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○丸山課長補佐 林業信用保証業務の関係でほかに何かございますでしょうか。 

 ないようでしたら漁業の方に移りたいと思います。私の方の説明も本当に簡単に済ませてし

まって恐縮ではございましたが、漁業信用保険ですので39ページから51ページの間を中心に、
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御意見、御質問がありましたらお願いいたします。 

 もしないようでしたら、52ページから全体を通して、52ページの農業保険業務から農業災害

補償業務、その他の大項目の第２から第４までも含めまして、その他、何かご意見、御質問が

ありましたらお願いいたします。 

○黒田委員 質問させていただいてよろしいですか。 

○丸山課長補佐 どうぞ。 

○黒田委員 ファイルの扱いのことで質問といいますか、お話が上がっていたと思うんですけ

れども、私もここのところは非常に気になりまして、エクセルの表で扱っていてリストはプロ

テクトをかけて保存するとか、コピーしたリストを基に実施するとかいう細かいことが書いて

あるんですけれども、絶対、こういう心配をするんですよね。このファイルは例えばリードオ

ンリーにするとか、何かやらないと、結局、どこかで切っちゃう方が多いので、ファイルの扱

い方はどんとやる慎重なことができない場合のベルセイフのことが、間違ったことができない

ように設定する必要がすごくあって大事なことだというふうに思っております。そこに関して

は、今はどうこうできないかもしれないんですけれども、気になったこととして挙げさせてい

ただきます。 

○川浪林業調整室長 御助言、ありがとうございます。御指摘のとおり、こういうファイルを

扱う場合に、個人が気をつけて間違わないようにするというのは余り良いことではなく、物理

的に絶対に間違えることができないようなシステムにしないと誤りというのが是正できません

ので、そういった視点からまた同じようなミスが発生しないようにということを心がけて検討

しております。また、今日、いろいろ御意見も伺っておりますので、そういったことも加味し

て、更にミスが発生しないようなシステムにしていくということで考えております。 

〇黒田委員 了解しました。 

○川浪林業調整室長 ありがとうございます。 

○高田委員 財務諸表関係なので、ここで発言することが適当かどうか分かりませんが、気に

なった点があります。自然災害の関係で貸倒れとか、保証損失の拡大が懸念されますが、財務

諸表の修正とか、後発事象、つまり、貸借対照表日後の状況変化について、何らかの注記を追

加する予定はありますでしょうか。例えば、今の引当金では十分ではないとかいうような記載

は必要性が無いのでしょうか。 

○前多総務経理部考査役 今のところは必要ないと考えています。 

○丸山課長補佐 そのほか、全体を通して、特に全体を通してでも構いませんので。 
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○千年委員 コメントしてよろしいですか。今回、この評価のやり方はかなり前年度と変わっ

たという印象がございます。 

○丸山課長補佐 変えました。 

○千年委員 前年ですと各信用保険の保証保険、さらに財務諸表といいますか、収支、指標は

どうなっているのかという議論が多くて、それがマクロ経済動向によるものか、ほか関連制度

との関係によって、努力してもコントロールできないというみたいもの、という感じで、曖昧

なところを多く感じたのですが、今回は業務運営については、ピンポイント的な実績と指標の

比較で分かりやすかったと思います。ただ逆に、全体を見ると昨年度はどのような年だったの

かについては、一部では台風19号による災害が思ったより少なかったという記載もございまし

たけれども、全体的な説明が十分ではないと感じました。 

ところで、林業の方も引当件数も額も非常に伸びましたよね。もちろん、しっかり精力的、

戦略的に事業に取り組んだことによるものでしょうけれども、ほかの要因もあったかもしれず、

経済全体を見たうえでのパフォーマンスの理由が何なのかは分かりません、正直に申して。で

すから、次回は、そうした点を少しご説明いただくと、その中で個々の業務運営、今回のよう

な形でのご説明があると、ぴんときやすくなると思います。ピンポイントの説明で、全体を見

ての、特に農林業のパフォーマンスとの関係に関するご説明が全く今日はなかったので、でき

れば少しだけ、最初の１分か２分ぐらいでご説明いただければと思います。今年はこういった

感じでしたという要約版みたいなものを、以前はついていたような気がするのですが、つけて

いただければと思います。これは希望です。ただし、業務実績において、信用基金の各業務に

ついて、実際にどのようなことをなされて、その結果、どうなったのかという比較が示された

ため、今回、非常に分かりやすかったと思います。 

○丸山課長補佐 ありがとうございます。全体の要約については来年に向けて検討させていた

だきます。 

○田中委員 類似したような点なんですけれども、評価するときに法人努力によってなった部

分とどうしようもない部分とあるじゃないですか。その辺をちゃんと区別できるような指標な

り、何なりを提示してもらえるといい。例えば今年であればコロナがあるわけですね。この影

響でどうにもならない部分という部分がやっぱり出てくるわけです。そこが営業成績だけだと

努力したんだけれども、マイナスでバツだねというのも、それはそういう評価でいいのかなと

いうのがありますので。 

○丸山課長補佐 外部要因については考慮するというようなところがあちらこちら、重要デー
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タには、目標に書いてあるんです。外部要因を考慮した上で評価すると。 

○田中委員 先ほど先生がおっしゃられたようにサマリーじゃないんだけれども、報告書の中

のどこかに少しそういうものが見える形になっていると。 

○丸山課長補佐 この評価書に。別表じゃなくて。 

○田中委員 どこでもいいですけれども、分かると有り難いというか。 

○深水総括理事 評価書の様式は主務省から示されているものですので、それに基づいてさせ

ていただくんですけれども、要約的なものについては主務省と相談させていただいて、より評

価を的確にしやすいような形にどうすればできるかというのは検討させていただきたいです。 

○丸山課長補佐 あと、今年度評価をこれから変えるというのは難しいので、課題になったも

のは次期中期目標での参考にさせてもらうという感じになります。 

○田中委員 評価自体を変えろというのではなくて、広く国民にこの評価内容を客観的に評価

していただく材料として、参考資料のような形でもいいけれども、示しておいた方がいいんじ

ゃないかな。実は、私は水産業なので、今、イワシが増えていいんだけれども、あれは自然環

境で放っておいて400分の１ぐらいに減っちゃうわけで、こんなのは経営努力をしたってどう

にもならない。幾ら資源管理といっても自然環境で動いちゃうもの、それを漁業者が捕ったか

がなかなか言えないことはよく感じますので、これも同じところがあって経済の動きでという

のもあるから、その辺は、評価自体はしようがないんですけれども、今、お話ししましたよう

に国民が判断する材料として提供してもらったら有り難いですけれども、今はコメントです。 

○丸山課長補佐 貴重な御意見です。 

○高田委員 今年は、面談ができそうにありませんが、どうされますか。というのは、指標の

多くは何回、会議を開いたとか、そういう形ですから、「できませんでした」と報告するだけ

では報告書にならないわけです。例えばビデオ会議で代替したけれども、うまくいかなかった

との報告でも仕方ないのでしょうが、何か前向きの実績を書かざるを得ないと思われますが、

その辺の検討は進んでいますでしょうか。 

○深水総括理事 ウェブ会議システムを今日はうまく機能していませんがとはいえ、努力とし

てという意味でいえば、ウェブ会議システムを、今、導入すべく検討というか、具体の検討を

進めているところなので、そういうものを活用して、我々は農業とか漁業だと、基金協会とい

うある意味、決まったところの取組を支援したり、促したりするものですから、そことの間で

ウェブ会議などを通じて、集まっての会議ができない分、働きかけをするというようなことを

していこうというふうに思っています。 
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○高田委員 来年を楽しみにしています。 

○水川企画調整室長 林業分野は保証業務を自分でやっているんですけれども、実際、関係機

関に訪問という体を持っていくことができないので、電話とか、できる範囲で別のツールでや

るということ自体は既に行っているので、それをどのぐらいまで最後、自信を持って言えるも

のになるかというところだとは思いますが、やれる範囲のことをやっていくしかないのかなと

いう感じです。 

○高田委員 ありがとうございます。 

○丸山課長補佐 それでは、以上でよろしいでしょうか。 

 本日の有識者会議につきましてはこれで終了とさせていただきます。貴重な御意見を大変ど

うもありがとうございました。 

 本日の御意見も踏まえながら、最終的に主務大臣の評価書を決定させていただきますが、一

応、全体として主務大臣案としては今の案で了解を得たということで了解しています。ただ、

書き振りは変えたいと思います。それとあと、その他、高田委員、田中委員、千年委員、黒田

委員、いろいろ御助言を賜りましたので、これについては信用基金と連携して対応を検討いた

します。 

 何か今後ございましたら、また、御相談等をさせていただきたいと思いますし、また、議事

録につきましては取りまとめができ次第、御確認していただいた上で公表ということになりま

すので、御協力をよろしくお願いいたします。 

 本日は御多忙の中、どうもありがとうございました。以上で終わりにさせていただきます。 

午後４時０３分 閉会 

 


