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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：平成２７年７月１７日（金）  

会場：農林水産省共用第７・８会議室 

時間：９：５８～１２：３４     

 

 

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２６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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午前９時５８分 開会 

○堺課長補佐 それでは、定刻となりましたので、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いたします。 

 委員の皆様方には、お忙しい中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。事務局を担

当しております経営局金融調整課の堺でございます。 

 ご案内のとおり、独立行政法人の業務実績の評価につきましては、これまで評価委員会によ

る評価を実施してきたところですが、通則法の改正に伴い、主務大臣が評価を実施することと

なりました。この主務大臣の評価に際しましては、評価の実効性を確保するため、外部有識者

の知見を活用することとしておりまして、本日はそのための有識者会議を開催するものでござ

います。 

 初めに、本日ご意見をいただく４名の委員をご紹介させていただきます。 

 名簿順に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。 

○堺課長補佐 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。 

○堺課長補佐 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。 

○堺課長補佐 続きまして、高田委員でございます。 

○高田委員 高田と申します。よろしくお願いします。 

○堺課長補佐 なお、当方の出席者につきましては、照会は省略させていただきますけれども、

出席者名簿にございますように農林水産省の各業務の担当者、財務省大臣官房政策金融課の担

当者、農林漁業信用基金の各担当者が出席しております。 

 次に、本日の議事進行についてご説明させていただきます。 

 初めに、事務局より評価基準等を説明し、その後、各業務の担当から資料１、資料２に基づ

きまして、評価項目に沿って26年度の業務実績、主務大臣評定、その他評価に至った理由、業

務運営上の課題及び改善対策について説明を行った上で、総合的な評定について説明を行い、

最後に委員の皆様からの質疑応答を行いたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 それでは、早速ではございますけれども、議事に入る前に評価の基準について私の方から説

明をさせていただきます。 
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 まず、今回評価の基準が総務省の指針のほうが示されまして、参考資料１のほう、この独立

行政法人の評価に関する指針、総務大臣決定の７ページの一番下に項目別評定及び総合評定の

方法、評定区分、年度評価、項目別評定とございます。 

 ８ページを開いていただきまして、一番上でございますけれども、ⅰ、評定区分で、アとし

まして、原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとすると。

あと、イでございますけれども、Ｂを標準とするということとなっております。Ｂにつきまし

ては、ここにございますけれども、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

かどうかでございまして、定量的な基準は括弧にございますけれども、100％以上120％未満と

なっております。また、所期の目標を上回る成果を得られる場合はＡ、所期の目標を下回って

おり、改善を要する場合はＣの評語を付すこととしております。したがいまして、信用基金に

おけます項目別評定の評価基準もＢを標準に評価しているところでございます。 

 なお、総合評定につきましては、信用基金は68項目と多数あるため、項目別評定を中項目、

大項目と点数化した上で総合的に行っているところでございます。 

 それでは、議事である項目別評定の説明を行いたいと思います。 

 資料１と資料２をご用意ください。 

 まず初めに、この資料１でございますけれども、この26年度の評価項目、業務実績、自己評

価、主務大臣評価という欄がございます。それで、自己評価につきましては、これは農林漁業

信用基金みずからが業務実績について評価をしたもの、主務大臣の評定につきましては、農林

水産省及び財務省の評定の案でございます。 

 この全体の業務評価項目につきましては、第１、業務運営の効率化に関する事項がまず１ペ

ージにございます。続きまして、第２としまして４ページのほうに国民に対して提供するサー

ビスその他業務の質の向上に関する事項がございます。あと、５ページのところで第３としま

して財務内容の改善に関する事項がございます。その他第４としまして、８ページのほうでそ

の他の業務運営に関する重要事項という大項目になっております。 

 この項目につきましては、前年度と変わっておりませんで、この評価の基準が前年度までが

Ａ基準だったものがＢ基準に変わっているというご理解をしていただければと考えております。 

 それでは、早速説明に入らせていただきます。 

 第１、業務運営の効率化に関する事項、ここにつきましては、事業の効率化につきましてで

ございます。 

 （１）でございますけれども、事業費の削減度合（平成24年度対比５％以上）ということで
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ございまして、この目標に対しまして、26年度の事業総額は24年度予算対比で59.7％、決算対

比でも28.1％削減しておりまして、事業費削減が年度計画における所期の目標を上回る削減を

達成していると認められるということでございまして、Ａ評定にしております。 

 改善対策、課題につきましては、引き続き事業費削減に向けた取り組みを着実に実施し、目

標達成に努める必要があるとしております。 

 続きまして、事業費の削減に向けての取り組みでございますけれども、ここは（２）、

（３）、（４）とございます。ここの（２）農業信用保険業務、（３）が林業信用保証業務、 

（４）が漁業信用保険業務となってございまして、これについては、こちらの資料２の３ペー

ジのところをまずご覧になっていただきたいんですけれども、ここにつきましては、中期目標、

中期計画、年度計画がございます。ここの年度計画の（２）農業・漁業信用保険業務及び林業

信用保証業務については、第３、財務内容の改善に関する事項に記載している引受審査の厳格

化等、モラルハザード対策の取り組みを着実に実施するという計画になっております。したが

いまして、このモラルハザード等の対策が着実に実施しているかという観点からここは評価し

ておりまして、後々第３の部分で財務内容の改善に関する事項のところでも具体的に取り組む

事項が出てくるところでございます。ここを総括してちょっと説明させていただきます。 

 ここは、まず農業信用保険業務につきましては、大口保険引受、大口保険金の支払い案件に

係る事前協議及びモラルハザード対策等の取り組みを着実に実施しており、目標の数字にも満

たしていると。あと、林業につきましては、保証の引受件数が減少したため、審査件数は減少

しているが、審査体制を強化するための情報分析職の配置及び債務保証審査協議会で十分な審

査協議を行い、適正な審査を行っていること、また、新たに木材安定供給保証を創設しまして、

より一層のモラルハザード対策が実施されていることから、目標の水準を満たしていると。漁

業信用保険業務につきましても、大口保険引受案件及び大口保険金請求案件につきまして、基

金協会からの提出資料または対面により全て事前協議を実施するとともに、この事前協議の中

で必要に応じて保険引受条件を変更する等の対応がとられていると。また、大口保険引受案件

の事前協議の範囲を拡大する取り組み、特別出資制度の活用等により引受審査の厳格化等、モ

ラルハザード対策が図られていることから、目標の水準を満たしているということで、ここの

事業費の削減に向けた取り組みにつきましては、全てＢ評定とさせていただいているところで

ございます。 

 続きまして、（５）でございます。共済団体に対し、民間金融機関から融資を受けるよう促

すための取り組みと。これにつきましては、業務実績では、借り入れ申し込みを行う際、民間
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金融機関からの融資も検討した上で信用基金から借り入れを行うこととした理由について調書

を徴求した。また、共済団体等に対し、会議等において本取り組みについて周知したというこ

とでございまして、これにつきましては、信用基金は共済団体等が信用基金に借り入れ申し込

みを行う際に民間金融機関からの融資を受けるように促すとともに、信用基金から借り入れを

行うこととした理由についての調書を徴求していると。次の段階として、共済団体等への周知

を徹底することで、着実に当該取り組みが共済団体等に認識されていると考えられることから

Ｂ評価としたところでございます。 

 （６）については林野庁のほうからよろしいですか。 

○田原課長補佐 （６）についてですけれども、林業の寄託業務の見直しの着実な実施という

ことで、寄託原資については３億2,000万円全額を政府出資金で調達したということ、それか

ら、同額を日本公庫に寄託したということ、それから、長期借入金は26年度はありませんとい

うことでございます。評価に至った理由につきましては、長期借入金方式から出資方式への移

行が着実に行われていること、それから、長期借入金５億9,900万円の圧縮をするとともに、

また利払い費用も抑制されていることから、目標の水準を達成しているということでございま

す。引き続き寄託に係る償還額を踏まえ、長期借入金残高の抑制に努める必要があるという評

価をさせていただいております。 

 以上です。 

○堺課長補佐 （７）でございます。農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金にお

ける「民でできることは民で」の検討でございます。 

 農業信用保険業務につきましては、27年３月に農業信用保証保険業務あり方検討会を開催い

たしまして、対象資金の検討につきましては、民間では十分対応ができない部分を補完する観

点で、民間とのすみ分けは行われており、今後も役割分担を図りながら対応していくことが必

要とした。さらに、農林水産業・地域の活力創造プランにおいて、強い農林水産業とともに活

力ある農山漁村の実現のための取り組みを進めることとしておりまして、ますます農業信用保

証保険制度の果たす役割が期待されると考えられることから、対象資金を狭めることは適当で

ないといたしました。 

 なお、本件につきましては、これまでの検討結果を踏まえつつ、法令等で定められている対

象資金を狭めることなく、本制度が民間融資を補完する制度であることを基本としまして、農

業者等の円滑な資金調達が図られるよう、民間保証との役割分担を図りながら対応していくこ

ととしております。 
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 あと、漁業信用保険業務につきましても、27年３月に漁業信用保険業務あり方検討会を開催

しております。漁業信用保険業務につきましては、政府の交付金助成措置による低位な保険料

の維持等の政策が依然として不可欠でございます。対象資金の見直しを行える状況にはないと

し、しかしながら、今後とも漁業経営の動向に注視しつつ、漁業信用保険業務の収益性を精査

し、状況の変化を踏まえた対応が必要であると認識しております。 

 なお、本件につきましては、これまでの検討結果を踏まえつつ、漁業信用保証保険制度が中

小漁業者等の円滑な資金調達を果たす役割を求められていることを基本に、引き続き検討を行

うこととしたところでございます。 

 この取り組み事項につきましては、農業信用保険業務及び漁業信用保険業務につきましては、

民でできることは民でという考え方を踏まえつつ、検討する取り組みを行っておりますので、

ここについての評定はＢ評価とさせていただいているところでございます。 

 しかしながら、課題としましては、引き続き民間保証との役割分担を検討していく必要がご

ざいます。漁業資金につきましては、漁業信用保険業務におきましては、漁業関係の資金は概

していずれの資金につきましても、リスクが高く、政策的支援措置がとられていることを踏ま

え、当該措置を除いた信用基金の漁業信用保証保険収支の推移、漁業経営の動向に注視しつつ、

信用保険業務の収益性を精査し、状況の変化を踏まえ検討していく必要があるとしているとこ

ろでございます。 

 １ページおめくりになっていただきまして、２ページでございます。 

 信用リスクに応じた保証・保険料率の速やかな導入及びシステム構築に係る企画開発、これ

は農業信用保険業務に係るものでございます。具体的な導入に向けて、基金協会を交えた検討

会におきまして課題、手法等を検討の上、決算書等をもとに財務内容その他経営状況を総合的

に評価するスコアリングによる信用リスクの評価手法を決定し、また、信用基金においてスコ

アリング判定のためのシステムを開発する等、26年度に具体的な設計を行い、27年度から導入

することとしたということでございまして、本来であれば中期目標期間内に導入するというも

のを２年目にして達成しているということでございます。 

 評価に至った理由としましては、当該信用リスクに応じた保証・保険料率の導入につきまし

ては、基金協会を交えた全国専門部会で検討を行うとともに、スコアリングによる評価手法を

踏まえたシステム開発に取り組み、27年度から速やかに導入することとしており、所期の目標

を上回る成果を得られたと認められるとございまして、Ａ評価としているところでございます。 

 課題といたしましては、今後さらに信用リスクの精緻な計測に向けた検討をしていく必要が
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あるとしております。 

 続きまして、３の業務運営体制の効率化でございます。 

 ここは組織体制、人員配置の見直しでございますけれども、中期計画期末の常勤職員見込み

を踏まえ、26年度は５名を新規採用し、適切な配置をしたというところでございまして、ここ

につきましては、業務体制の効率化を勘案して人員配置を行っておりまして、目標の水準を満

たしていることからＢ評価としているところでございます。 

 （２）の研修の効果的実施でございますけれども、「26年度の研修計画を策定するとともに、

以下の研修を実施し」と業務実績がなっております。研修につきましては、社会的情勢や組織

の実情に応じた研修計画に沿って各種研修を実施しており、目標の水準を満たしておりますの

で、Ｂ評定とさせていただいたところでございます。 

 続きまして、４の経費支出の抑制でございます。 

 支出の要否を検討し、一般管理費を24年度予算比で15％以上の削減という目標でございます。

これにつきましては、業務実績としましては、26年度支出実績が３億9,000万円、削減率が24

年度予算対比で33.0％、決算対比で5.2％ということでございまして、これにつきましては、

評価では一般管理費の節減につながる取り組みにより、一般管理費節減率が年度計画における

所期の目標を上回る削減を達成していると認められると。24年度予算比で33％の削減となって

おりまして、26年度の目標削減率６％を大きく上回る削減率になっておりますので、Ａ評価と

させていただいております。 

 （２）業務の見直し、効率化でございますけれども、ここにつきましては、業務実績でござ

いますけれども、職員がレンタカーで高速道路等に使用するに当たり、ＥＴＣカードを利用す

ることで高速道路料金の経費削減を図った。出納業務における預金管理及び振り込み手続を行

う専用端末機について、１台の端末機で２つの業務を行うこととし、経費の支出の抑制を図っ

たということでございます。 

 評価としましては、予算の適正な執行管理を行うとともに、無駄な支出の削減に向けた取り

組みの目標を設定し、役職員に周知を図り、また、業務実施方法を見直し、経費の削減に努め

た取り組みを行っており、Ｂ評価とさせておるところでございます。 

 （３）政府の総人件費削減の取り組みを踏まえた適切な対応でございます。 

 これにつきましては、55歳の職員について26年１月からの昇給を抑制しております。評価と

しましては、国家公務員の給与改定を基礎として給与改定を行っており、目標の水準を満たし

ているということでＢ評価とさせていただいております。 
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 続きまして、（４）でございますけれども、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ございまして、実績といたしましては、26年度のラスパイレス指数（地

域別・学歴別）は98.9ということでございまして、さまざまな取り組みによりまして、ラスパ

イレス指数は100を下回っておりまして、目標の水準を満たしておりますので、Ｂ評価とさせ

ていただいております。 

 続きまして、５番の業務実施体制の強化でございます。 

 内部監査の充実でございますけれども、これは独立行政法人改革等に関する基本方針閣議決

定がございまして、それにおきまして、金融業務型独立行政法人に対するガバナンスの高度化

が見直し事項とされたことから、これへの対応にあわせ内部統制の取り組みに対する監事監査

指摘についても対応いたしまして、外部のコンサルタント支援を受け、内部統制委員会及びリ

スク管理委員会を設置するとともに、内部統制及びリスク管理に関する規程を整備し、統合的

リスク管理体制の整備を図っております。そのほか、以下の監査につきましてチェックリスト

の検討・見直しを行い、内部監査を実施していると。 

 評価といたしましては、監査につきましては、無予告といいますか、無通告の内部監査や改

善事項のフォローアップなど、実効性ある内部監査を実施するとともに、基本方針や改正通則

法に対応するため、監事監査所見を踏まえ、内部統制、リスク管理に係る委員会や規程等、内

部統制強化に向けた体制の整備を行っており、目標の水準を満たしていることからＢ評価とさ

せていただいているところでございます。 

 続きまして、３ページをおめくりになっていただきたいと思います。 

 ３ページの（２）でございまして、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

推進に向けた取り組み並びに取り組み状況のチェック及びフォローと、この実績に関しまして

は、コンプラホットラインを通して、７月に業務改善提案を１件受付し、改善を行っておりま

す。また、４月の採用者研修におきまして、コンプライアンス情報セキュリティ研修を実施し、

11月には全役職員に向けたコンプライアンス研修を実施しております。 

 評価につきましては、26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

ンスの推進に向けた取り組みは着実に実施されており、Ｂ評価とさせていただいております。 

 続きまして、（３）の事務リスク自主点検等の実施及び業務改善への反映でございますけれ

ども、９月に点検実施計画をもとに各部署において事務リスクの自主点検を実施しております。

また、26年度に７件の事故発生・対応状況報告がありまして、これにつきましては適切に対応

しております。10月に業務改善委員会を開催し、事務ミス防止等の改善策の検討、審議を行う
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とともに、事務リスクの顕在化に対する未然防止の意識の統一を図っております。また、11月

に職員専用情報サイトに事務リスクの自主点検結果の概要を掲載し、職員に対し、事務リスク

の顕在化の未然防止について注意喚起を行っているところでございます。 

 ここにつきましては、「過去に指摘された事項を踏まえた」と評価でございますけれども、

これは前年、自主点検の点検結果が委員会への報告が遅かったという指摘がございまして、こ

れは改善されているということでございまして、事務リスク自主点検や事故発生、対応状況等

の報告制度の運用等、業務の適正化の取り組みは着実に実施されており、Ｂ評価とさせていた

だいているところでございます。 

 あと、次に（４）でございます。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、これにつきましては、目標管理の導入による人事評価制

度については、24年４月から実施しております。着実に実施しておりますので、Ｂ評価とさせ

ていただいております。 

 （５）でございますけれども、評価・分析の実施とございますが、これは事業ごとの評価・

分析の実施でございまして、25年度から実施時期を年３回から年４回に変更し、業務の実施状

況を適切に把握することにより、中期計画や年度計画の進捗状況等の管理を行いまして、主務

省や評価委員会からの指摘事項を踏まえた対応が図られるよう、関連部署間で取り組みについ

ての検討を行っております。これにつきましては、主務省や評価委員会からの指摘事項に対す

る検討や評価・分析の共有等、評価・分析が着実に実施されておりまして、Ｂ評価とさせてい

ただいております。 

 続きまして、（６）でございます。情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化

の取り組みでございますか、26年４月に情報セキュリティの自己点検を行いまして、その点検

結果について個別の改善の必要があった者につきましては、改善を促し、６月の情報化推進委

員会で報告されております。あと、５月に政府の情報セキュリティ対策のための統一基準が制

定されたことに伴いまして、12月に情報セキュリティ規程を改善し、新たな脅威・技術への対

策としての項目等を追加しております。あと、27年３月に出入り口にＩＣカード認証式の電子

錠を設けております。 

 これにつきましての評価でございますけれども、情報セキュリティ対策の自己点検の実施、

あと政府機関の対策を踏まえた新たな規程等の改正を行っておりまして、これについては情報

セキュリティ規程、そのほかに情報セキュリティ規程にサイバー攻撃による障害発生時への所

管省への報告規定を追加する等、事故・障害が発生した際の体制が整備されておりますので、
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Ｂ評価とさせていただいたところでございます。 

 続きまして、６でございます。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。 

 農業信用保険業務でございますけれども、農業信用保証保険法の改正によりまして、新たに

青年等就農資金が追加されましたので、その関係プログラムを修正しております。そのほか信

用リスクに応じた保証保険料率の導入につきまして、これらに対応するためのプログラムを修

正しております。 

 あと、林業信用保証業務でございますけれども、セキュリティ強化の観点から部署間でのア

クセス制限を加えるプログラム変更を実施しております。そのほか、情報系システムにおきま

して、信用格付と自己査定結果の整合性を図るため、原因分析及び新システムの構築に係る提

言等についての業務委託を実施しております。 

 あと、農業災害補償関係業務につきましては、市町村の経理処理要領の改正に伴う農業共済

団体の財務状況調査に係る集計システムを修正しております。 

 経理業務におきましては、財務会計システムの耐用経過年数に伴うシステム機器の更新を図

るとともに、新しいサーバーのＯＳに対応できるようにプログラムを修正しております。 

 ここの評価につきましては、各業務においてコスト削減や調達の透明化を確保しつつ、業務

運営の効率化や合理化につながるシステムの改善の取り組みを行っておりまして、Ｂ評価とさ

せていただいているところでございます。 

 続きまして、７の調達方式の適正化でございます。 

 随意契約見直し計画に基づく一般競争入札の着実な実施と。26年度に契約した件数は、締結

をした契約は19件ございまして、一般競争入札が18件、随意契約が１件ございました。随意契

約１件につきましては、緊急に信用基金の会計及び税務に精通している者から税務相談等の役

務の提供を受ける必要がありまして、27年２月６日の契約審査会に諮った上で随意契約を行っ

ているものでございます。 

 評価としましては、19件中18件が一般競争入札となっておりまして、１社応札の解消に向け

た取り組みも着実に実施されておりますので、Ｂ評価とさせていただいているところでござい

ます。 

 続きまして、４ページでございます。 

 （２）でございますけれども、契約監視委員会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。 
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 契約監視委員会につきましては、27年２月24日に開催しております。その中で委員から以下

のとおりの提案がございました。１としまして、公募を実施した事案については、総務省から

示された随意契約にすることができるケースに該当するものがあると考えられ、今後適切に対

応すること、システム保守の事案につきましては、参加要件の過去３年以内に同等のシステム

構築または保守の実績があることについては、広く参加者を募る観点から見直しを検討するこ

と、業務等準備期間を十分に確保したかについては、数値で示すようにすることという提案が

ございました。 

 契約評価につきましては、契約監視委員会により契約案件の適正化が図られておりまして、

Ｂ評価とさせていただいているところでございます。 

 次に、取り組み状況の公表につきましては、契約情報取扱公表要領に基づきまして、予定価

格が以下の額を超える契約について、ウエブサイトで公表しております。これにつきましての

評価につきましては、公表すべき契約について全て公表するとともに、見直し計画に基づくフ

ォローアップについても公表しており、Ｂ評価とさせていただいたところでございます。 

 （４）でございますけれども、監事及び会計監査人による監査の実施、これにつきましては、

監事による監査の実施につきましては、定例監査を期末監査と期中監査において契約の適切性

について事後チェックを受けております。あと、会計監査人による監査の実施につきましては、

期中監査を行っておりまして、あと理事長とのディスカッション、あと期末監査が実施されて

いるところでございます。 

 評価につきましては、監事監査及び会計監査人により入札・契約の適正な実施、内部統制の

有効性及び資産の実在性等において監査を受けていることから、Ｂ評価とさせていただいてい

るところでございます。 

 続きまして、第２の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項に

ついてご説明させていただきます。 

 １としまして、事務処理の迅速化でございます。標準処理期間内における事務処理の達成度

（案件の85％以上の処理）ということでございまして、実績といたしましては、85％以上の目

標のところ、これを26年度は全ての項目で目標を達成しておりまして、これにつきましての評

価も目標を達成しておりますので、Ｂ評価とさせていただいているところでございます。 

 （２）でございますけれども、保険引受や支払い審査等について、関係機関との情報共有・

意見交換でございます。業務実績につきましては、農業・漁業において現地協議や個別協議を

実施しておりまして、これにつきましては、基金協会との保証要綱の協議、事前協議、現地協
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議の実施により、基金協会との関係機関でございますけれども、認識の共有が図られており、

Ｂ評価とさせていただいております。 

 続きまして、業務処理の方法の見直しでございますけれども、農業において大口保険保証事

前協議での経営者保証ガイドライン対応等、見直しを実施しております。評価につきましては、

利用者にわかりやすいよう事務手続の明確化を図り、事務の円滑化につながっておりまして、

Ｂ評価とさせていただいております。 

 ２の情報の提供・開示でございます。 

 （１）ウエブサイト等による情報開示の充実を促進と。ホームページを113回更新しており

まして、役員の状況等公表すべき事項は全て１週間以内に掲載しております。評価といたしま

しては、国民一般や利用者に対し適切かつ迅速に情報開示を行っていると。また、信用基金の

利用状況を取りまとめた業務報告書等を関係機関に配布、ウエブサイトで公表するとともに、

関係団体との情報交換会を実施しておりまして、情報の提供を図っており、Ｂ評価とさせてい

ただいております。 

 続きまして、業務内容に応じたセグメント情報の開示を徹底ということでございまして、財

務内容等の一層の透明性を確保するため、26年８月29日にウエブサイトにおいて以下の情報を

掲載しております。あとは、この財務諸表、決算情報、事業報告書につきまして、以下のとお

り掲載、開示をしております。これについての評価につきましては、ウエブサイトにおいて適

切に区分に基づくセグメント情報の開示等を行っておりまして、Ｂ評価とさせていただいてい

るところでございます。 

 （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。 

 農業信用保険業務につきましては、６月に運営協議会を開催しております。あと、11月に基

金協会及び金融機関に対しまして、保証引受や貸付等に関する基本動向調査を実施しておりま

す。 

 林業信用保証業務につきましては、４月に連絡協議会を開催しております。６月及び11月に

実施した林材業の業況動向調査におきまして、上期・下期実績を把握するとともに、11月の調

査におきまして木材供給安定保証に関する調査も実施しております。 

 漁業信用保険業務につきましては、７月に連絡協議会を開催しております。10月から11月に

開催された基金協会主催のブロック会議に出席しまして、大口保険引受協議案件の拡大等につ

いての協議を実施、各協会の了解を得ているところでございます。 

 農業災害補償関係業務につきましては、６月に運営協議会を開催しております。 
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 この評価でございますけれども、各種会議における意見交換やアンケート調査により利用者

等から意見を収集し、業務の参考にしていると。また、苦情への適正な対応を行っておりまし

て、Ｂ評価とさせていただいているところでございます。 

 続きまして、５ページでございます。 

 （４）の職員の勤務条件の公表でございます。 

 改正の都度、ウエブサイトで公表しております。ここの評価につきましては、改正の都度速

やかに公表しておりますので、Ｂ評価とさせていただいているところでございます。 

 続きまして、第３の財務内容の改善に関する事項でございます。 

 １、適切な保険料・保証料・貸付金利の設定でございます。 

 （１）につきましては、農業信用保険業務でございまして、保険料率算定委員会における保

険料水準の点検及び必要に応じた見直しでございます。 

 業務実績につきましては、27年３月に保険料率算定委員会を開催しまして、20年７月に改定

した保険料率の基礎とした理論値と25年度保険事業実績を踏まえて算定した理論値を比較検証

した結果、現段階において保険料率を変更することは適当でないと考えるとしました。また、

信用リスクに応じた段階別保証・保険料率導入の検討経過について報告しまして、今後さらに

信用リスク評価の精緻な計測に向けた検討については、外部専門家の知見を活用して行うこと

が妥当としました。評価につきましては、現行料率の基礎となった20年７月に改定した保険料

率を基礎とした理論値と、25年度保険事業実績を踏まえて算定した理論値について比較検証を

するとともに、農業信用保険制度をめぐる状況を踏まえて料率の見直しの必要性を検討してお

り、Ｂ評価としたところでございます。 

 また、ここにつきましては、課題といたしましては、27年度から導入するスコアリング評価

による信用リスクに応じた保険料率につきましては、今後さらに信用リスクの評価の精緻な計

測に向けた検討をしていく必要があるとしたところでございます。 

 （２）については、林業のほうからお願いします。 

○田原課長補佐 （２）については、林業信用保証業務でございます。 

 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というところが評

価項目でございます。業務の実績といたしましては、27年３月に保証料率算定委員会を開催し、

19年の保証料率改定時の考え方に則して現行の保証料率の点検とその妥当性を検討した結果、

現行の保証料率の体系及び水準を維持することが重要であるという判断をしておりまして、当

面は信用保証の需要であるとか代位弁済、財務状況等の動向を注視していくことで対応すると
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いう方針としたということで、評価につきましては、保証料率算定委員会において、業務の収

支の状況や代位弁済等の発生状況を踏まえた保証料率の点検あるいは見直しが適切に検討され

ており、目標の水準を達成しているということで、評価はＢ評価とさせていただいております。 

 課題につきましても、保証料率を林業者等の特性を踏まえたリスクを勘案した適切な水準と

するため、引き続き保証料率算定委員会において保証料率水準の点検する必要があるとさせて

いただいております。 

 以上です。 

○林課長補佐 （３）は漁業でして、業務実績としましては、27年３月に開催された漁業信用

保険料率算定委員会において、直近改定時の料率の基礎となった理論値─こちらは19年度理

論値なんですけれども─と25年度の保険事業を加えて算定した理論値、26年度理論値を比較

した結果、現段階においては、保険料率を引き上げることは適当でないというふうに考えられ

たところでございます。評価としましては、漁業信用保険勘定における業務収支は引き続き黒

字でありますが、適切な保険料率の設定のために保険料率算定委員会において、直近改定時の

料率の基礎となった理論値と25年度の保険事業を加えて算定した理論値、26年度理論値を比較

検証した結果、漁業経営をめぐる厳しい情勢等を考慮し、保険料率水準の点検を行っているこ

とから、目標の水準を満たしているということでＢ評価とさせていただいております。 

 改善対策につきましては、保険料率・貸付金利については、漁業の特性を踏まえつつ、漁業

金融を取り巻く情勢や業務収支の状況の変化等に対応して、リスクを勘案した適切な水準に設

定する必要があると考えているところでございます。 

○田原課長補佐 （４）ですが、業務収支の黒字化に向けた保証料収入の増ということで、24

年度対比1.6％増、これは林業信用保証業務についてです。 

 業務の実績といたしますと、保証引受の大幅な減少によりまして、26年度保証料収入計画４

億3,700万円に対して、26年度の収入実績は３億4,400万円であり、達成率は78.7％となったと

いうことで、評価につきましては、平成26年度の保証料収入計画４億3,700万円に対して、保

証料収入実績が３億4,400万円で達成率78.7％であり、所期の目標を下回っているものの、債

務保証審査協議会における審査の厳格化であるとか、木材安定供給保証の創設などによる優良

保証の確保あるいは部分保証の拡大などのモラルハザード対策を着実に実施したことにより、

代位弁済費は抑制され、業務収支の黒字化を達成したことを踏まえまして、Ｃ評価とさせてい

ただいております。 

 改善対策につきましては、26年度は業務収支の黒字化を達成したものの、長期保証の償還が
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進んでいることに加え、長期・短期保証とも全体的に保証引受が減少傾向にあります。第３期

中期計画終了時に黒字化を達成できるよう、引き続き審査の厳格化あるいは木材安定供給保証

など、ニーズに応じた保証の推進を図るとともに、今後は融資機関への制度周知や現地訪問な

どを積極的に行いまして、保証獲得による保証料収入の増加に努めるなど目標達成に向け、改

善に取り組む必要があるとしております。 

 以上です。 

○堺課長補佐 （５）でございまして、適切な貸付金利の設定、これは農業・漁業信用保険業

務でございます。 

 基金協会の保証能力の維持増大及び保証債務の円滑な履行に資するために行っている融資資

金につきましては、基金協会が流動性のある預金等で管理していることから、日本銀行公表の

「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について」における預入期間ごとの利率に２分の１

を乗じて得た利率を設定しております。 

 評価といたしましては、貸付金利の設定について適切な水準かどうかを検討しておりまして、

Ｂ評価とさせていただいております。 

 （６）につきましては、これも適切な貸付金利の設定、これは農業・漁業災害補償関係業務

でございますけれども、農業共済団体等及び漁業共済団体等に対して行う資金の貸し付けは、

共済金等の支払いのセーフティネットとして行っていることから、市中金利の動向として日本

銀行公表の「貸出約定平均金利（都市銀行・短期・新規）」の水準等を参考にした利率で貸し

付けを行っておりまして、評価としましては、貸付金利について、市中金利等を考慮した適切

な水準に設定されていますので、Ｂ評価とさせていただいているところでございます。 

 続きまして、２の引受審査の厳格化等でございます。 

 （１）農業信用保険業務でございまして、基金協会との事前協議の実施及び事前協議対象の

拡大への取り組みでございます。 

 これにつきましては、保証要綱の改定に係る協議や大口保険引受及び大口保険金請求案件に

係る事前協議を実施し、また、事故率が高く、保険収支の悪い長期の農業経営資金について、

保険価額5,000万円以上を対象に10月より事前協議の対象範囲を拡大することとしました。こ

れにつきましては、評価につきましては、基金協会との保証要綱等の改正協議や大口事前協議

を着実に実施したことに加え、基金協会との検討を適切に実施しまして、26年10月以降長期の

農業経営改善資金につきまして大口保険の引受事前協議の対象範囲を拡大しており、所期の目

標を上回る成果が得られているということで、Ａ評価とさせていただいているところでござい
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ます。 

 続きまして、６ページでございますけれども、これは（２）は漁業です。 

○林課長補佐 （２）につきましては漁業で同様の評価項目となっておりまして、業務実績に

つきましては、大口保険引受及び大口保険金請求案件について事前協議を実施したところでご

ざいます。事故率が特に高い借替緊急資金について、27年１月より事前協議の範囲を拡大しま

して、保証額が3,000万円を超えるものについては事前協議を行うということにしたところで

ございます。26年度においては、１件の事前協議を実施しております。 

 こちらについて評価のほうはＡ評価とさせていただいているんですけれども、こちらについ

ては、事前協議を実施したということに加えまして、実際に中期目標の上半期において事故率

の高い資金について事前協議の範囲を拡大したということでございまして、目標を上回る成果

が得られているというふうに判断できましたので、Ａ評価とさせていただいております。 

 改善対策につきましては、引き続き大口保険引受案件及び大口保険金請求案件について事前

協議を着実に実施するとともに、事故率の高い資金等について事前協議の範囲の拡大を引き続

き図っていく必要があると考えております。 

○堺課長補佐 （３）でございまして、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。 

 これは農業信用保険業務につきましては、外部講師等による保証審査実務担当研修会を開催

しております。そのほか、外部講師による求償権管理回収等事務研修会も開催しております。

林業信用保証業務につきましては、外部講師による中小製材業等に関する研修会を実施してお

ります。漁業信用保証業務につきましては、（一社）漁業信用基金中央会との共催で全国研修

会を開催しております。 

 評価につきましては、参加者の満足度や研修に対するニーズが高く、質向上にも寄与してい

るものと考えられることからＢ評価とさせていただいているところでございます。 

 （４）につきましては、信用基金の相談機能の強化でございます。 

 実績としましては、農業、漁業において現地協議や個別協議を実施、また、林業において適

宜相談窓口を開設しております。評価につきましては、現地協議や基金協会からの申し出に基

づく個別協議を実施するとともに、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

ており、目標の水準を満たしておりますので、Ｂ評価とさせていただいております。 

 続きましては林業でお願いいたします。 

○田原課長補佐 （５）林業信用保証業務における審査の厳格化、債務保証先のフォローアッ



17 

プということでございます。 

 業務の実績としましては、全体の審査件数1,680件のうち新規・増額案件、財務内容不良案

件等385件について、債務保証審査協議会で厳格な保証審査を行ったということでございます。

評価につきましては、保証の引受件数が減少しておりますが、審査体制を強化するための情報

分析職の配置あるいは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、また、バンク

ミーティング等へ出席して、被保証者に対して経営健全化への支援等取り組みを行っていると

いうことからＢ評価とさせていただいております。 

 課題につきましては、引き続き厳格な審査や部分保証の引受等、収支均衡に向けた取り組み

に努める。また、バンクミーティング等に出席して、融資機関との連携強化を図って、被保証

者の支援に協力する必要があるとさせていただいております。 

 以上です。 

○堺課長補佐 ３のモラルハザード対策でございます。 

 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。 

 27年３月に農業信用保証保険業務あり方検討会を開催し、モラルハザード防止対策について

検討を行っております。結果、現在講じられております部分保証やペナルティー方式の効果も

踏まえつつ、保険収支動向等を注視しながら引き続き検討をしていくこととしたところでござ

います。 

 この評価につきましては、部分保証につきましては適切に導入されており、また、あり方検

討会におきましてモラルハザード防止についての検討を行っておりますので、Ｂ評価とさせて

いただいているところでございます。 

○林課長補佐 漁業につきましては（２）にございまして、評価項目は農業と同じ項目となっ

ております。業務実績としましては、27年３月に漁業信用保険業務あり方検討会を開催しまし

て、現状のモラルハザード防止対策の効果等の検討を行った結果、現在講じられているモラル

ハザード対策を着実に実施することとしたところでございます。 

 評価のほうはＢ評価となっておりまして、評価に至った理由としましては、モラルハザード

対策として、緊急融資資金について特別出資制度、経営安定資金について部分保証制度がそれ

ぞれこちらも導入されておりまして、漁業信用保険業務あり方検討会において、現状のモラル

ハザード対策の効果及び部分保証の対象とすべき資金の検討を行っていることから、目標水準

を満たしていると考えられます。改善対策としましては、引き続き現行のモラルハザード対策
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の効果の検証を行っていくとともに、基金協会等との意見交換等の連携を深めながら、部分保

証等の拡充についても検討し、必要に応じて実施していく必要があると考えております。 

○田原課長補佐 （３）林業信用保証業務について部分保証の拡充などの収支均衡に向けた取

り組みということが課題でありまして、業務の実績につきましては、新規・増額案件で部分保

証が妥当と判断される案件あるいは同額・減額更新案件で財務内容等の悪化により100％保証

から部分保証へ移行させることが妥当と判断される案件につきまして、部分保証の拡充に取り

組んだということ、もう一点、新たな部分保証である木材安定供給保証─ウッド・サポート

5000と言われていますが─を創設いたしまして、26年10月より受け付けを開始しました。27

年３月末現在で８件の実績があります。 

 評価につきましては、25年度に比べ保証の引受は全体で減少しておりますが、審査体制を強

化するための情報分析職の配置あるいは債務保証審査協議会における厳格な審査、さらに、新

たに木材安定供給保証創設ということ等により、保証引受件数全体に占める部分保証の割合を

大幅に増加させているということで、中期計画による所期の目標を上回る成果が得られている

ということが認められますので、Ａ評価にさせていただいております。 

 課題のほうにつきましては、収支均衡に向け今後もアンケート等を活用し、木材安定供給保

証に対する認知度あるいは意見等を把握して、当該保証の普及を図るとともに、引き続き部分

保証の引き受けに努める必要があるとさせていただいております。 

 以上です。 

○堺課長補佐 続きまして、４の求償権の管理・回収の強化等でございます。 

 ７ページをごらんください。 

 回収金の実績及び回収実績向上のための取り組み、農業信用保険業務でございます。26年度

の回収金収入目標31億9,300万円に対しまして、26年度の収入実績は29億6,300万円であり、達

成率が92.8％、25年度実績では100.5％ではございますけれども、達成率が92.8％となってお

ります。 

 評価につきましては、現地協議を実施するとともに、大口求償債務者の現況把握に努める等、

基金協会との連携を図っているものの、回収金収入目標達成率が92.8％となっていることから、

これは所期の目標を下回っており、改善を要することからＣ評価とさせていただいております。 

 改善対策としましては、27年度は大口求償債務者の現況や今後の回収方針の報告書や現地協

議の活用により、基金協会との連携を図るとともに、回収に係る優良事例等について研修会等

を行うなど目標の達成に向けて改善に取り組む必要があるとしているところでございます。 
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○田原課長補佐 （２）回収金の実績及び回収実績向上のための取り組みということで、これ

は林業信用保証業務についてでございます。 

 実績といたしますと、26年度の求償権回収目標３億4,600万円に対しまして、実績につきま

しては２億7,500万円であり、達成率は79.5％と。25年度は149.3％でありましたが、今年度は

79.5％ということでございます。 

 評価につきましては、平成26年度の回収目標３億4,600万円に対して実績は２億7,500万円で

あり達成率は79.5％となり、所期の目標を下回っているものの、回収の評価に当たっては、回

収元となる代位弁済の発生が経済情勢や災害の発生等、外的要因に影響を受けることや求償権

に設定された担保評価額に影響を受けること等も配慮する必要があるということでございまし

て、代位弁済の発生は25年度、26年度ともに当初の見込みを大幅に下回っているということで、

求償権の発生がそもそも少なかったということ、具体的な数字で言いますと、25年度22億円の

見込みに対して実績は14億2,500万円、26年度については、21億円の見込みに対して５億8,100

万円と大幅に代位弁済が減っております。また、回収金のうち担保の評価額は、25年度につき

ましては５億500万円あったということに対して、26年度は１億7,100万円と約３分の１に低下

していること。これは処分できる不動産の規模や内容が条件によって異なるということで、年

度ごとの回収実績に大きなばらつきが発生する原因になっているということですので、このよ

うなことから年度ごとの達成率のほか、25から26年度の合計収入目標６億8,900万円に対して

収入の実績は７億8,700万円、達成率にしますと114％あるということを考慮し、Ｃ評価とさせ

ていただいております。 

 改善の対策につきましては、近年は経済対策の一環として担保や保証人徴求の負担を軽減し

た保証を進めてきたという結果、今後、求償権回収は年々困難となることが予想されますが、

サービサーを活用して回収を促進するとともに、求償債務者に対して回収可能性についてよく

精査を行い、催告の頻度を増やすということあるいは法的手続による回収も図るなど、目標達

成に向けて改善に取り組む必要があるとさせていただいております。 

 以上です。 

○林課長補佐 （３）の漁業につきましては、業務実績としまして26年度の回収金収入目標５

億600万円に対して、26年度の収入実績は９億7,500万円であり、達成率は192.8％となったと

ころでございます。目標に対して120％以上でＡ評価がつくところ、192.8％ということで、Ａ

評価をつけさせていただいております。評価に至った理由としましては、回収実績の向上と経

費の効率化を図るために３つのことをしておりまして、１つは求償権回収方針や求償債務者の
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現況等について基金協会と現地協議を実施しております。もう一つは、求償権の回収実績が上

半期なんですけれども、上半期の実績が一定の割合に満たない協会に対しては、回収の進捗状

況に係る協議というものを行っておりまして、こちらは42協会中の23協会が行ったところでご

ざいます。加えまして、基金協会から申し出があった場合につきましては、また個別に協議を

行っているところでございます。こうした取り組みの結果、目標額の５億600万円に対して、

実績が９億7,500万という数字が出たところでございます。 

 改善の対策としましては、回収実績の向上のため、引き続き求償権を有する基金協会との連

携を強化して、保険料の確実な徴収に努める必要があると考えております。 

○田原課長補佐 （４）として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ということで、業務の実績につきましては、債権回収業者、サービ

サー等の活用による回収策については、26年３月６日付で改正された新たな回収委託基準に沿

って実施しましたということです。評価に当たりましては、サービサーへの回収委託について

は、回収困難先からの回収割合が平成25年度８％から平成26年度につきましては21.8％と大幅

に増加していること、回収額も4,100万円から6,000万円と増加しており、所期の目標を達成し

ていると認められることから、評価はＢとさせていただいております。 

 課題につきましては、サービサーの活用に当たっては、引き続き回収委託基準に基づき、回

収困難先からの回収実績の向上と経費の効率化を図る必要があるとさせていただいております。 

 以上です。 

○堺課長補佐 （５）でございますけれども、保険料・保証料・貸付金利息の確実な徴収でご

ざいます。 

 これにつきましては、農業信用保険業務の26年度保険料につきまして、保険料計算システム

の不具合がございまして、486万2,298円の徴収漏れが発生しております。 

 評価としましては、農業信用保険業務において、保険料システムの不具合による保険料徴収

漏れが発生しており、保険料の確実な徴収ができておらず、改善を要することからＣ評価とさ

せていただいております。 

 課題と改善対策でございますけれども、農業信用保険業務の保険料計算システムにつきまし

ては、プログラム修正を行い、正常に保険料計算がされることを確認するとともに、発生原因

を分析し、徹底した再発防止に努める必要がある。また、徴収漏れとなった保険料については、

27年７月末までに確実に徴収することとし、25年度以前の保険料計算においても、システムの

不具合による徴収漏れがないか等確認作業を行う必要があるとしているところでございます。 
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 続きまして、８ページでございます。 

 ８ページにつきましては、５の代位弁済率・事故率の低減、（１）農業信用保険業務におけ

る事故率、27年３月における事故率が0.00％でございました。目標値としましては、中期目標

期間中に0.12％以下となっておりまして、この項目につきましては、所期の目標を達成してい

ると認められることから、Ｂ評価とさせていただいております。 

○田原課長補佐 （２）林業信用保証業務の代位弁済率についてでございます。 

 実績といたしますと、27年３月末における代位弁済率は0.38％ということで、中期目標期間

中は2.94％以下ということでございます。評価につきましては、代位弁済率の評価に当たって

は、経済情勢であるとか国際環境の変化、災害の発生、法令変更等の外的要因の影響を受ける

ことに配慮するということもありますが、27年３月末までの代位弁済率は0.38％であり、所期

の目標を達成していることから、評価はＢとさせていただきます。 

 課題につきましては、引受審査の厳格化等モラルハザード防止に向けた取り組みあるいは代

位弁済率が目標を達成するように今後の事故あるいは代位弁済の動向に注視しつつ、中期目標

の達成に努める必要があるとさせていただいております。 

○林課長補佐 （３）の漁業信用保険業務における事故率でございます。 

 業務実績としましては、27年３月末における事故率は0.05％でございました。目標値は中期

目標期間中に1.15％以下となってございます。評価につきましては、27年３月末における事故

率は0.05％であり、目標を達成していることから、所期の目標を達成していると考えられます

ので、評価のほうはＢとさせていただいております。 

 対策につきましては、今期においては目標の水準を満たしていますが、中期目標期間５年間

の実績の累計においても目標を達成できるよう、引き続きモラルハザード対策、引受審査の厳

格化等の取り組みを実施していく必要があると考えております。 

○堺課長補佐 ６の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。 

 実績としましては、貸付金については、審査を迅速・的確に処理するとともに、貸付金の回

収については、期日どおり全額回収を行っております。評価につきましては、貸付金について

は迅速かつ的確な審査処理とともに、計画どおり期日に回収しており、Ｂ評価とさせていただ

いております。 

 続きまして、７の宿舎の廃止に関する計画でございます。 

 25年６月に職員宿舎廃止に係る実施計画を策定しまして、宿舎使用者に対し、28年３月末ま
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でに退去するよう要請しているところでございます。これについての評価でございますけれど

も、廃止に係る実施計画や宿舎等貸与規程の整備等、宿舎の廃止に向けた取り組みが進められ

ており、Ｂ評価とさせていただいたところでございます。 

 次に、８については農業融資資金業務に係る国庫納付については、25年度措置済みでござい

まして、今年度はございません。 

 次に、第４のその他業務運営に関する重要事項で、林業寄託業務の長期借入金についての26

年度借り入れはございません。 

 続きまして、第５の予算、収支計画及び資金計画でございますけれども、これは予算に対す

る決算の状況については以下のとおりでございます。各業務とも今期につきましては、各勘定

で当期利益を確保しておりまして、目標の水準を達成しておりますので、これにつきましては

Ｂ評価とさせていただいております。 

 ９ページをごらんになってください。 

 ９ページにつきましては、第６の短期借入金の限度額については、実績がございません。 

 次に、第７、不要財産また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につ

いては、25年度に措置済みでございます。 

 第８の重要な財産の譲渡等に関する計画は予定がございません。 

 第９の剰余金の使途についても、実績はございません。 

 第10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。施設及び設備に関する

計画は予定がございません。 

 次に、人員に関する指標でございますけれども、人員に係る指標としましては、中期計画末

の常勤職員の見込み113名を踏まえ、人員配置に当たり、業務体制、退職者数及びそれを補う

新規採用者等を勘案したということで、評価に至った理由につきましては、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評価とさせていただきました。 

 次に、人材の確保につきましては、金融機関において資産査定等に精通し融資業務等の経験

を有する外部登用者や再雇用職員の専門知識、経験を生かした配置等を行ったということでご

ざいまして、専門知識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評価とさせていただきました。 

 次に、人材の育成につきましては、同一ポストに長期在籍する職員にも考慮しつつ、日常の

業務及び研修による能力向上、適性の見きわめを行い、適材適所の配置を行う人事管理を実施

したと。この評価につきましては、研修等により職員の能力向上を図り、適性の見きわめを通
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じて適切な人事配置を行うことにより業務の円滑な実施を確保しており、目標の水準は達して

おりますので、Ｂ評価とさせていただいたところでございます。 

 次に、３の積立金の処分に関する事項については行っておりませんので、評価はございませ

ん。 

 以上が26年度の業務実績の評価項目でございますけれども、最後に総合評定をちょっとご説

明させていただきたいんですけれども、参考資料、これございますか。この参考資料の中の３

で総合評定と書いてある案がございませんか。 

 これをごらんになっていただきたいんですけれども、これは今ご説明しました、駆け足で申

しわけございませんでしたが、項目数が68ございます。そのうちＡ評価が７、Ｂ評価が49、Ｃ

評価が４、評価なしが８ございます。これらを一番右側が小項目でございまして、この小項目

をまず点数化して中項目を評価すると。中項目を点数化して大項目を評価すると。その大項目

を総合的に評定して、今回Ｂ評価とさせていただいているところでございます。これらの先ほ

どご説明いたしました各項目につきまして点数化した上で総合的に判断しまして、要は法人の

活動により全体として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ことから、総

合評定はＢとさせていただいておるところでございます。 

 ここにつきましては、今どこに総合評定があるんだというのは、一番右の上にございますの

で、ただ、これの点数の配分の仕方については、最後につけております参考５に業務実績に関

する評価の基準（案）ということで書かれておりますけれども、要は客観的な指標によって項

目を点数化して評価したものでございます。 

 それでは、これから委員の先生方からご意見を賜りたいと思っておりますので、各業務実績、

また、評価に関してご質問等があればお願いしたいと思います。 

○服部委員 始めていいですか。 

 ページ数でいうと、前のほうから行ったほうがいいですね。 

○堺課長補佐 そうですね。 

○服部委員 まず１ページ、ほかもそうですが、モラルハザード対策というのが随所に出てき

ますね。このモラルハザード対策というのは、借り手のモラルが欠如していると思われるので、

それに対する対策と考えていいですかね。これ、誰のモラルに対するハザード。 

○堺課長補佐 融資機関です。 

○服部委員 融資機関。わかりました。貸し手のほうですね。 

○堺課長補佐 要は保証とか保険審査が安易になれば、融資機関等が安易な融資を行ってしま
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うということがございますので、融資機関に対するモラルハザードです。 

○服部委員 モラルハザードを何とかする、そういうことですね。 

○千年委員 モラルハザードは、要は依頼人と代理人の関係で生じます。代理人が依頼を受け

たものを意図どおりやってくれない、依頼人の目的どおりやってくれないことです。ですから、

協会とかを挟んで、いろいろな局面で生じます。協会のほうから融資機関と協会、協会からま

た下に行った場合は、そこでまた依頼人と代理人の関係が発生しますから。 

○服部委員 そうすると、それはケースによって違うので、個々にモラルハザード対策を立て

てやっておられると、そういうことですか。 

○堺課長補佐 例えば経営のいい人にとってみれば問題はないんですけれども、ちょっと経営

が悪くて、なかなか融資が難しいような方について、やはりこういう方については特に慎重に

対応しないと、やはりそこで一定のリスクをやはり融資機関に持ってもらうと。それで、全部

が全部やっぱり基金協会なり保証機関が持つのではなく、例えば100％ではなくて８割につい

ては部分保証で基金協会が責任を持ちまして、２割については融資機関に持ってもらうと。 

○服部委員 そうすると、その辺も含めたものが審査になると思うのですけれども、やっぱり

これは、モラルハザードはどうなっているかと項目があるから、そこに特別に抜き出して評価

をやっていると、そういうことですか。 

○堺課長補佐 モラルハザード対策は、第３の財務の内容の改善に関する事項にございまして、

要はモラルハザード対策につきましては、やっぱり最終的には信用基金の財務状況に関連して

きますので、そこできちっとモラルハザード対策を評価しています。 

○服部委員 取り上げてきちっと評価していると、そういうことですね。 

○堺課長補佐 はい。 

○服部委員 当然審査のところにはそれも入っての審査になりますね。 

○堺課長補佐 はい。 

○服部委員 それから、１ページ目の（６）のところでちょっと気になったのですが、長期借

入金を借りるのではなく政府出資金を調達して、それを日本公庫に寄託して原資をつくってい

ると、そういう話ですね。長期借入金が資料を見たら63億ぐらいあって、なるべく政府出資金

で原資を調達したほうが借入金を調達するよりも経営的によいと、こういう判断になるのです

ね。 

○田原課長補佐 寄託原資が民間からの借り入れでやっているものと、出資を使ってやってい

るものがあって…… 
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○服部委員 政府出資というのは利息が低い？ 

○田原課長補佐 というか、民間から借りると、その借りた期間ずっと利子が硬直的、将来的

につきます。政府出資金で資金を調達すると、利子という後年度負担が発生しないので、そち

らのほうに切りかえていきましょうと。 

○服部委員 トータルで見たら、政府出資金も結局借り入れですね、どこかからの。 

○田原課長補佐 民間からの借入に係る利子についても国が利子補給金として信用基金に対し

支出しており、国からすれば、長期に渡り利子補給金を支出し続けるより、出資金方式に戻し

た方が有利であるとの判断から出資方式へ移行することとしたもの。 

○服部委員 なるほど。基金から見たらそのほうがいいと。 

○田原課長補佐 なお、日本公庫からの償還があるので、償還金は、過去の借入金があるので、

そちらのほうに返していくという形をとっています。 

○服部委員 それから、その下の（７）の業務実績の上のほうの１行、民間とのすみ分けが行

われており、民でできることは民で、それはそれでいいのですけれども、そのすみ分けの例え

ばどういうふうな基準ですみ分けるとか、そういうものはあるのですか？ この場合はこれだ

けを民に、こういう場合はこっちの基金のほうでとすみ分けの具体的な仕方。 

○堺課長補佐 基準とかは特に決まったものはないんですけれども、当然民でできるものは民

ということでございまして、例えば農業者の住宅でございまして、例えば中山間地にあるとこ

ろの農業者の住宅については、民では対応できにくい。 

○服部委員 民間金融機関が貸したいですよと言ったら、どうぞ、どうぞと、そういう感じで

すか。 

○堺課長補佐 制度資金とか農業関係の資金については、今どんどん民間金融機関も参入して

きておりますので、そこについて保証を受けているところでございます。 

○服部委員 わかりました。 

○林課長補佐 漁業につきましても、設定保険料率と理論上必要な保険料率というのがあって、

収支がとんとんになるような保険料率というのは、実際に設定している保険料率よりもかなり

高い、この部分の埋め合わせをするために政府の交付金を入れていますけれども、これは漁業

の状況が厳しいので、そういった措置を講じているところです。 

○服部委員 その分をちゃんとこっちでサポートして漁業振興を図っていると、そういうこと

ですね。わかりました。１ページの質問は以上です。 

 ほかの人はないのかな。 
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○関委員 全く門外漢なもので、素人くさい質問になりますが、評価をするわけですね。その

評価の基準になるのは、目標値だったりすると思いますけれども、その目標の設定の仕方とい

うのがどうなっているのか私はよくわかりません。例えば回収金の実績みたいなものをやった

ときに、その達成率が何％で実績が何％で評価がこうだと。そのそもそもの目標になる数値と

いうのは、これはどういう段取りで決めていくのか、それから、そういう実績とかそういうの

に照らし合わせながら、その目標値というのは変わっていくものなのか、そこら辺のことがち

ょっとわからないので教えてほしいんですけれども。 

○服部委員 中期目標、中期計画を立てたときの話ですね。 

○堺課長補佐 さようでございます。中期計画に基づきまして、年度計画の例えば回収金の目

標を立てておりますけれども、これはやはり過去の例えば今は第３期でございますけれども、

第２期中期目標の実績を踏まえて第３期をつくっておりますので、過去実績を前提に立ててい

るというふうに考えていただければと思っております。 

○角総括調整役 基本的に目標を立てるときには、過去の実績というのは当然前提になって、

その指標を使ったりするんですけれども、将来にわたって見込まれるような例えば今、回収金

というような話がございましたけれども、回収金を見込む場合には、当然将来の保険料の支払

いというのがどれくらいの規模になるかということを当然見込まなければ、それの求償権とな

る残高が出てきません。その場合に今回の場合、例えば農業の場合でいいますと、金融円滑化

法という枠組みがございまして、要は苦しくなった者に対して、一定期間の条件緩和をしてい

ます。少しその分の余裕を持たせて復活させるというような枠組みがありますけれども、それ

が25年３月末で法的な枠組みが切れるということがあった。あとは東日本大震災がございまし

て、その影響をどう見るかといったことを踏まえた上で保険金支出がこれまでより増えるかど

うかといったようなことを織り込んだりしてやっているわけです。 

 実際に例えばこの農業の場合ですと、回収金についても目標を達成していなかったというの

がございますが、こういったものの実態を見ますと、見込んだ程には保険金の支出がなかった

と。金融円滑化法につきましては、それ以降も法的な枠組みはなくなりましたけれども、実質

的に引き続きそれと同じような措置を今後も講じて行くということになりましたので、それに

基づくものとして保険金が出るだろうと思っていたが、それが出なかった。東日本大震災の農

業に関しては、余りそれほどの大きな影響がなく、保険金の支払いがどんと出たということに

はならなかったということでございますので、目標として掲げた回収金自体もちょっと今から

見ると、ずれていたということもあって、その目標に対して達していなかったと。ですから、
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それを毎年、毎年そういう状況があるたびに毎年変えるというのもなかなか難しいわけですの

で、５年間の中期期間目標をこういうふうに立てた以上は、その計画に基づいてその数字と比

べてどうかということで評価するべきだろうということで今はやっているということだと思い

ます。 

 ただ、その際にそういった年々の状況の変動とかそういったことも、その評価に当たっては

勘案すべき事項として考えてくれということは計画にも書いてあるということだと思います。 

○服部委員 東日本大震災は想定外ですから、それはもう当然いろんなところに影響が出てく

る。ただ、それにしても目標を立てるときに、数値目標を立てるときに一番悩ましいのは、Ａ

評価をとるためにというのがどうしてもちらちらっとあって、どの辺に設定しようかなという

のがあったりする。もちろんその辺の逆もあるし、その辺の立て方が責任者の裁量といいます

か。 

○堺課長補佐 目標を立てるときに、やはり法人としての活動といいますか、業務に本当に見

合った目標なのかどうかというのが一番大事だと思っておりますので、それを今、服部先生が

おっしゃいましたようにＡ評価をとるためにではなく、やはり実態と今後の将来見込みと、あ

と努力目標も入れながら立てるべきものだと考えておりますので。 

○服部委員 私もそう思います。 

○堺課長補佐 ご意見を踏まえて、次の目標設定は実態に応じたものを考えていきたいと考え

ております。 

○服部委員 この設定は大変ですよ、大学でも汲々立てさせられているので。 

 次のページに行っていいですか。２ページ目。一番上のところ、２のところですが、信用リ

スクの評価手法を決定し、26年度に設計を行って、27年度から導入することとしたという業務

実績に対してＡ評価が出ているのですけれども、これは、この評価システムは当初計画ではど

うなっていたのですかね。16ページを見たらわかるのかもしれませんが。 

○堺課長補佐 これは第３期中期目標期間の期間内に導入するということでございまして、そ

れにつきまして、２年目である26年度に農業者の努力を反映した、保険料を反映した段階別の

保険料率を設けておりまして、３期連続の財務諸表において優良な成績がある者をスコアリン

グした上で優良な成績と認められる者については、保証料率を0.1％下げるということとして

おります。 

○服部委員 そういう制度になっているのですね。 

○堺課長補佐 はい。この制度をやはり農業者の経営をいかに評価してあげるかというところ
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で、速やかな導入という面で基金協会が賛同しないとこのシステムも進められませんので、そ

こにつきまして、信用基金が早期の導入に向けて基金協会と検討を行いまして、２年目におき

まして導入されたものですから、ここについては成果を評価しております 

○服部委員 わかりました。よくそこまでやりましたねと、そういうことですね。 

 それから、４の経費支出の抑制のところで、ちょっと細かいことになりますが、（２）の業

務の見直しで、ＥＴＣカードを信用基金の職員さんが使うようになったと。ＥＴＣカードで割

安になると、多分そういうことかなと思うのですが、それ以外にポイントがつきますね、カー

ドに。そのポイントも活用されていると、そういう意味ですか。ちょっと細かい話過ぎるかも

しれませんけれども。 

○角総括調整役 細かく具体的に使ったという事実を私確認したことはありませんけれども、

恐らく使うと。 

○服部委員 なるほど。それから、その次のポチですが、ファームバンキング専用端末をこれ

は何台使っておられるかわかりませんが、１台の端末で２つの業務を行うこととして経費削減

を図ったということですが、これは何台ぐらいあって、そして、１台当たりのコストがどうな

のかわかりませんが、どんなものですか、このファームバンキング専用端末機というのは。 

○前多経理総括課長 ファームバンキング専用端末機は台数にして３台ございます。それ以外

に通常経費の会計処理をする財務会計システムの端末機が３台ございます。計６台の端末機を

従前は利用しておりましたが、26年度における耐用年数の経過に伴う新機種への更新に当たり

まして、事務機器の効率的な使用及び更新経費の観点から、従来別々の端末機で行っていた業

務を１台の端末機で２つの業務を行えるようにしたということでございます。 

○服部委員 ３台、３台と６台あったものを３台で全部やるようにしたと、そういうことです

ね。 

○前多経理総括課長 そういうことです。 

○服部委員 わかりました。 

 それから、（４）のラスパイレス指数ですが、ラスパイレス指数は給与の話なので、当然年

齢分布とかランダムで変わりますね、その年度ごとに。そうですね。 

○堺課長補佐 そうですね。 

○服部委員 だから、たまたまお年寄りが少なくなったら下がるとか、そういうことも効いて

いるということですか。 

○堺課長補佐 そうです。 
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○千年委員 ３ページ目の（３）の事務リスクとございます。具体的にどういったのが事務リ

スクと捉えられるのですか。 

○服部委員 それは僕も聞きたかった。７件の事故発生。 

○角総括調整役 業務改善委員会というのがあり、事務リスクを自主点検しているというよう

なことが上に書いてございますけれども、そこに書いてございますように、やっぱり年間のう

ちに何件かは事務的にやるべき手続手法、それを踏まえてやっていなかったような部分があっ

たという意味で、簡単なほうでいきますと、押印を忘れる、最終決裁者の押印がされていなか

ったとか、あるいは決裁で添付すべき書類が添付されていなかった、あるいは協会やその他の

団体との関係でいけば、一定期間内に処理するといったことが余りできていなくて、それをち

ょっと延びてしまったとか、そういったものを点検した上で、どれぐらいあるかと。その上で、

それを集約して、またフィードバックして、ほかの部門でもこういった事務運営での間違いが

これまでありましたから、これみんなで気をつけてなくすようにしましょうといった取り組み

をやっているということがここに書いてあるところでございます。 

○服部委員 その２つ下の（６）のセキュリティについて「個別に改善の必要があった者には

促し」とあるんですが、これはどの程度のレベルのものですか、そのセキュリティの重要さと

いう点で。 

○角総括調整役 これはセキュリティの自己点検を行う際に、各項目いろいろ細かくやってお

りまして、例えば自分できちっと格付を文書にしたときにやっているか、あるいは機微情報が

入ったようなものの媒体を処分するときにはちゃんと切り刻むとか、そういうことをきちっと

やっていますかとか、あるいは個人情報が入ったようなデータを移出あるいは内部で回す際、

きちっと管理者の判こを押してもらっているかとか、一回一回ごとにそれをチェックしてもら

うといったことがきちっとなされているかどうかというのを聞いているということです。 

○服部委員 だから、それはマニュアルがあって、そのもとで自己点検してもらった結果、ち

ょっとまずいのが出てきたと、そういうことですね。 

○角総括調整役 ええ。 

○服部委員 その後は、問題はなくなっていますか。 

○角総括調整役 個別にあった人は当然改善をその場合でしておりますし、全体を踏まえた上

でこういった点に注意しましょうといったことは、それは全体を集約してまたフィードバック

しているということです。 

○服部委員 多分そのセキュリティの取り扱いについては、きちっとする人は多分全然問題な
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いので、よく忘れておったという人がしばしば再発させるということだと思いますが。 

○高田委員 今の事務管理のところでちょっと気になったことがあります。２ページの４の

（２）です。ファームバンキングと財務会計システムとが同一の端末で併存するということは、

財務会計システムにアクセスできる人がファームバンキングにもアクセスできてしまうリスク

があるわけですね。一般に、財務会計とファームバンキングは物理的に隔離するほうがセキュ

リティ管理が容易です。物理的に隔離しない場合は、アクセス権限の濫用ということが起こり

易くなるわけですけれども、この点についての内部統制はきちんと把握されておられるんです

か。 

○前多経理総括課長 そこは、ファームバンキングにログインするとき、又は財務・会計シス

テムにログインするときには、その扱える者にしかわからないパスワードをきちんと設定して

おります。人事異動があれば、その都度パスワードの変更も行っております。 

○高田委員 ＩＤとパスワードで管理されているのでしょうか、それともパスワードだけでし

ょうか。ＩＤがあっても、同一のＩＤでファームバンキングと財務会計の両方にアクセスでき

るとすると、セキュリティにつき改善の余地があると思われます。財務会計のＩＤでファーム

バンキングにもアクセスできちゃ困るわけです。ただし、そういう場合であってもアクセスロ

グがきちんと管理されているのであれば、それは…… 

○前多経理総括課長 ログ管理もしております。付け加えますと、財務・会計システムの画面

に入っていく際に、まず、スクリーンセーバーを解除するためのパスワードが必要で、次に、

実際に起動するときにもパスワードが必要となりますので、二重にロックをかけております。 

○高田委員 アクセスログは定期的にモニターもかけているわけですね。 

○前多経理総括課長 はい、かけています。 

○高田委員 ありがとうございます。 

 あともう一つ、よろしいですか。今のセキュリティ関係なんですけれども、５の（６）、業

務実績の最初のポチのところ「その点検結果について個別に改善の必要があった者」と書いて

ありますけれども、これは役員も含むと理解してよろしいんですか。それとも職員だけを念頭

に置いておられるのでしょうか。 

 「６月の情報化推進委員会で報告」と書いてあって、この委員会というのは、恐らくは理事

とか役員の方が統括されておられると思いますが、それを前提にしているとすれば、この

「者」と書いてあるのは役員も含むと思われるんですが、それに対して主務大臣による評価の

ところで「職員の」と書いてあり、役員については触れられていない。役員は含まれないと認
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識すべきなのか判然としません。これは、業務執行の有効性とか効率性とか経済性、つまり３

Ｅには関係しません。でも、情報流出によるダメージが考えられるわけですからご質問させて

いただきます。 

○角総括調整役 正直申し上げまして、ここで書いてあります自己点検をそれぞれして、その

結果で個別に改善していくという中には役員は含まれておりません。職員だけでやっていると

いうことです。ただ、この情報化推進委員会は役員の理事の方を筆頭に、そこで必要な点検を

行っていくというふうなことにはなっているんですけれども、役員についての情報セキュリテ

ィに関する点検というのは、やってはいないということでございます。 

○高田委員 役員が含まれていないのは、改善の余地があるかもしれません。組織を構成する

全ての者が同じルールに服することが望ましいと思います。理事長が直轄でやるぐらいに重要

なことと思います。 

 もう一つ、よろしいですか。４頁の（４）なんですけれども、会計監査人と理事長とがディ

スカッションするというところがございましたが、会計監査人と監事さんとのディスカッショ

ンは持たれるんですか。 

○角総括調整役 ええ。 

○高田委員 そうですか。監事とのディスカッションは重要ですから、「等」に監事をまとめ

てしまうのはもったいない気がいたします。 

 もう一つよろしいですか。理事長のご挨拶のところを読ませていただきました。農業の担い

手の育成・確保、林業・木材産業の再生、国際競争力ある漁業経営体の育成・確保、これらの

目的を達成するために信用補完業務を提供しておられるわけですね。それにもかかわらず保証

の水準がトレンド的にアップしているとは見えない。現状を改善するにはどうしたらいいんだ

ろうという姿が今の報告書からは見えてこないんです。 

○堺課長補佐 確かに農林漁業を取り巻く環境は大変厳しいわけでございまして、保証保険と

いうのは、農林漁業の融資を円滑に行うために農林漁業者の信用力の補完を行うものでござい

ます。農業融資の残高が農業者の実態が厳しいところもあり、だんだん農業融資のほうも徐々

に落ちてきておりまして、実際は保証保険の引受残高も落ちているのはおっしゃるとおりでご

ざいます。 

 ただし、その中でもこれから意欲的にこういう厳しい環境においても、頑張っていこうとい

うような農業者については支援していく必要がございますので、当然例えば先ほど農林漁業者

が借りやすくするために、特に経営が優秀な方には0.1％の保証料を下げて、そこでメリット
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感を与えるとかそういうこともやっております。 

○高田委員 0.14％の引き下げですね。読ませていただきました。 

○堺課長補佐 それで、実際、保証保険制度の面から担い手を支援するというのは、表になか

なか出にくい面はございますけれども、先ほど申し上げました信用リスクに応じた保険料とか

そういう面でも農林漁業者のことを考えて取り組んでいるところではございます。 

○高田委員 もうちょっとよろしいですか。 

 東洋大学の益田安良教授が書かれた論文では、都道府県の貸出残高と県内総生産とは正の相

関関係がみられるとの趣旨のことを述べられておられます。そうだとすると、単に借りてくれ

る人がいないとか融資が減っているというだけでとどまっていたらもったいない。もうちょっ

と地域の経済成長へのコミットメントがあってもいいような気がしました。 

○千年委員 高田先生、ちょっと私が言うのも何ですが、農業関係なので発言させていただき

ます。先生のおっしゃるような見方もできるのですけれども、農業は他産業と違いますので。   

まずこの基金のあり方、これは私の理解なのですけれども、非常にジレンマといいますか、本

当うまくいくのでしたら、なるべく事業を縮小していくのに越したことはないという側面を持

っていると思っております。民間にできることは民間にやっていただくというものが基本、た

だし、それではできないリスクについては国が背負ってやらなくちゃいけない、その機関とし

てあるという位置づけなんですよね。 

 農業の場合は、やはり手元の資料に書いたものに多面的機能とありますけれども、市場の取

引されない財・サービスを供給していますから、農業資源を管理する、漁業資源とか水産資源

を管理する人がいなかったら、多面的機能もなくなっていくわけです。そういったところ、そ

こには民間がなかなか入れない、だから政府が入っていくというところで、信用基金さんの位

置づけもあります。ただし、公的な資金を使いますから、なるべくそのお金は有効に使っても

らわなくちゃ困る。だから、そんな返済不履行みたいなことがあっても困る。だからモラルハ

ザードの防止とか、ほかにも最初から審査を厳格化することが求められます。 

 もっとも、厳格化すればするほど逆に、事業が縮小するということもあります。だから、審

査の度合いも外部性とかがかわって非常に難しいというところがございます。 

○高田委員 確かに難しいと思います。農業に対して、民間の金融機関がなぜ融資できないか

というと、農業経営は天候に左右され不安定です。例えば、台風で被害に遭うと融資を計画ど

おりに返せない。民間金融機関単独では融資しづらいところを信用補完してあげて、民による

融資を後押ししてあげようという姿勢は理解しております。単に民間に任せるのではなくて、
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当基金のミッションに基づき、支援しますよという姿勢があって然るべきなんじゃないかと。

背中を押してあげることがミッションなのに、余りにも厳しい融資姿勢をとったらミッション

が果たせなくなる、そういう意味です。 

○千年委員 ただし、おっしゃる意味はわかるのですが、今まで農家のほうにはどんぶり勘定

とかの面もあって、そういう点は先生もよくご存じのように、そこは、というところもあると

思うんですよ。 

○高田委員 ごめんなさい。今度ゆっくりと先生とお話をさせていただきたいです。 

○千年委員 ですから、ほどほどのところで。ここで申し上げたいのは、そういったおっしゃ

ることのどっちがいい、悪いじゃなくて両側面があるということです。 

○高田委員 ですから、私も先生と意見は違わないと思うんです。もっとゆっくりとお話しさ

せていただきたいと思っております。 

○服部委員 そういう意味では、４ページの下の（３）のところで、漁業のところの業務に書

いてあるんですが、大口保険引受案件の拡大についてと書いてあるけれども、必ずしも大口の

案件だけ拡大していったらいいのではなくて、やっぱり小口の小さいところでもこれはやっぱ

り伸ばす必要があるところは拡大する、要するに支援すべきであるというふうに思いますね。 

○林課長補佐 厳格化というのは重要だと思いますけれども、まずは大口のところから審査を

厳格化していって、徐々に小口のほうに広げていくというのは考えられると思うんですけれど

も、まず今やっているのは大口のほうを広げていくということをやっています。 

○服部委員 それから、次の５ページへ行って、第３の１の（１）、（２）、（３）で、

（１）と（３）、農業と漁業については、どれだけの保険料率を設定するか、あるいは適正化

ということに対して、理論値と比べながらやっていると書いてあるんですが、林業保証業務だ

けはそういう記載がないので、それはそれで問題ないのか、あるいは理論値がないのかという

その辺はどうなのですか。 

○田原課長補佐 基本的に考え方は一緒で、記載の仕方が違うのみです。 

○服部委員 違うだけ、わかりました。 

 それから、次の６ページで一番上の（２）ですが、事前協議をやって、そして、１件を実施

して、それで評価がＡと書いてあるのですが、これはＡというのは、さっきの基準でいうと

120％を超えてすばらしいのが、Ａですね。その根拠は何ですか、このＡの。 

○林課長補佐 この中期目標期間中に事前協議の範囲を拡大するということになっているんで

すけれども、検討するという今期中期計画に対して、実際に実施まで至ったということでＡ評
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価をつけさせていただいています。 

○服部委員 ＢではなくてＡだということですね。 

○林課長補佐 ええ、この期に達成できたということでして、ただ、引き続き検討はしていく

必要があると思っております。 

○服部委員 なるほど。それから、ちょっとこれ僕知りませんでしたが、６ページの下のとこ

ろでウッド・サポート5000と出てきましたが、これどんなものですか。 

○角総括調整役 これですね。 

○服部委員 この記載のことですか。 

○角総括調整役 ここに書いていますけれども、ポイントになりますのは、一般的な木材の流

通というところに安定的な取引を図っていくということで、協定を締結していただいて、その

中で取引量とかどれぐらいの価格で安定的に引き取っていくかと、そういった協定に基づいて

取引をする際の必要な資金を新しく保証するというものです。 

○服部委員 ここの下に挙がっている何カ所かが、これが保証先ということですね、木脇さん

とか。 

○角総括調整役 これがそうです。ここで載ってるものは事例として活用いただいたもの。 

○服部委員 わかりました。だから、ここで助かったという利用者の声というのがここに上が

っていると、そういうことですね。 

○角総括調整役 はい。 

○服部委員 わかりました。 

 それから、次の７ページですが、（２）、（３）もそうかな。要するに、回収金の目標額を

立てて、その実績がそれよりよかったというところと悪かったというところがあって、極端に

達成率が上がったり下がったりするのですけれども、そもそもこの回収金の目標額というのは、

ある程度いつまでにどれだけ返すということで積み上がってくるので、それに対して実際にい

ろんなものがあって返せなかったとかそういうことと、そういう解釈ですね。 

○角総括調整役 この回収金といいますのは、デフォルトして代位弁済が行われた後に求償権

というものを持ちますね。それで、それに基づいて年間例えば幾ばくなりでも着々と返してい

ってもらうということでやっているものです。ただ、最初のほうで私がこの回収金のここに関

しまして、目標の定め方でこれは大分変わってきてしまうということを言いましたけれども、

保険金支出あるいは代位弁済支払いが当初の想定に比べてどれぐらい多かったか、少なかった

かということで、この目標に達成する達成度合いが変わってきてしまうという部分がありまし
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て、農業と林業の関係につきましては、その目標がそもそも高い水準であったと。逆に漁業の

場合には東日本大震災の影響がございまして、思ったよりも回収金の回収が進んだということ

もあって、こういうＣ、Ｃ、Ａという評価にされています。 

○服部委員 だから、その目標値に対してこの評価がされたけれども、それは基金のほうの努

力とかそういうものと違って、それもあるかもしれませんが、天変地異とかいろんなところの

日本の経済のことが反映されて、うまく返されたり返せなかったりしてくるわけですね。それ

に対してＡ、Ｂ、Ｃ評価されても困りますね。 

○角総括調整役 そこは最初に申し上げましたとおり、きちっと計画を定めて、実績を評価し、

数値目標として決めてやっているということで、ただ、その際に本来であればもっとＤになる

ようなところは、ここはそういった変動の要因もあったりしてＣにするとか、何かそういう勘

案はしていただけるといったことなのではないかというふうには思っているわけです。 

○服部委員 なるほど。 

○菅沼漁業・融資室長 ちなみにそのことに関して補足しますと、漁業なんですけれども、漁

業が目標値に対して倍近い実績を上げているということなんですが、これは東日本大震災の関

係です。通常漁業の場合は、廃業、倒産じゃなければ代位弁済はしません。この場合、震災の

被害者については代位弁済をしました。でも、漁業を継続するという方がほとんどだったわけ

です。それで、代位弁済をするときに新たな融資もしますけれども、ダブルローンになるんで

すけれども、求償権とあわせ両方とも返すという総合償還計画をつくりまして、普通だったら

担保とかわずかなものしか入られないものが事業計画があって毎年、毎年回収金が入ってきて

いる。これが中期計画を立てたときはそのようなことがわからなかったということなんです。 

 それからもう一つ、担保でとった漁村地点の土地は余り流動性がないんですけれども、かさ

上げだとか区画整備だとかそういうことで売れないと思っていた土地がある程度高額で売れた

というのも増額に影響しております。 

○服部委員 いろんなものが入っていて、東日本大震災によって振れたということですね。 

○高田委員 すみません。今の点なんですけれども、代位弁済した後に担保物を処分しないで

農業継続とか漁業継続とかそういうことをするということは、素晴らしいことだと思いますが、

これはＣ評価がついちゃっていいんですか。貸しました、だめだったら、もうあなたは失格よ、

敗者復活は認めないよというのが一般の融資です。それに対して、当基金はそうではなくて、

新たな再出発するための融資とか保証もしてあげますよということですね。それだからこそ公

的に存在する意義があるわけです。また、農業とか漁業を育てていくという意味もある。日本
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と異なり、アメリカでは連邦破産法第１１章という法制度があって、債権者よりも債務者に優

しい。債務者がどうやったら復活できるのか、再チャレンジすることができるのか、そのこと

に重点が置かれているといわれています。７ページの（１）と（２）の評定がＣとあるのは、

向こう傷ですよね。そういうことが評価されないのは違和感を覚えます。評定のＣだけ見たら、

これは何をやっているんだという話になっちゃうじゃないですか。 

 今お話されたように、敗者復活を認めるような運用をしておられるわけですね。そうである

なら、なぜそういうことについてもコメントがないんですかね。 

○菅沼漁業・融資室長 敗者復活というか、これは国の主導によって行われたので、従来は代

弁になったら求償権者にダブルローンは組ませないような状況なので、求償権者は保証を受け

られない。ところが国の特例措置で新規ローンが組まれたことと、求償権と二重ローンを組ん

でも償還計画は大丈夫と判断し、保証を行いました。またほかに漁業の制度には無保証人型漁

業融資促進事業制度といいまして、融資対象物には担保はつけるけれども、その他の自宅とか

そういうものには担保をつけないという制度が新たにできまして、それで再出発ができるとい

うふうな制度はもう実際に動いており、４年以上経っております。 

○高田委員 では、これはＣがついたとしても別にパフォーマンスが悪いとか当基金のミッシ

ョンに反してＣがついているんじゃないわけですね。 

○菅沼漁業・融資室長 Ｃがついたのは金額の問題だとは思うんですけれども。 

○服部委員 だから、評価項目の設定が悪いと。 

○高田委員 おっしゃるとおり。 

○千年委員 いやいや、そうではなくて。私の理解では、目的ではなく手段ですから、この項

目は。手段の中で一応完結という感じだと思うんです。 

○高田委員 でも、意思決定に役立たないですよ、このＣでは。 

○千年委員 でも、例えば７ページの（２）、林業のほうだって達成率は79.5％ですから、

80％以下の場合は、本来、Ｄになりますが、これは私はＣで妥当だと。むしろ担保の額も減っ

ているし。ですから、ほかの条件次第で変わるということ、経済情勢、災害発生等を受けると

いうことも書かれていますし、この点、わかりますよね。 

○高田委員 私も賛成、これは形式上ではおっしゃるとおりなんです。 

○千年委員 ですから、先生おっしゃるのはわかるのですけれども。私も全く賛成なんですよ。

ただし、一応手段、手段は手段で、手段は目的じゃないですから。 

○高田委員 でも、これの結果においてミスリードしてしまう可能性がある。つまり当基金の
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行っていることが本来だったらばミッションに照らして適切に業務を遂行しているのにＣがつ

いてしまう。形式上は、これでいいんです。でも、これを見た人が誤解するでしょう。この誤

解を避けるような記述があってもいいんじゃないのでしょうか。 

○関委員 この評価が何を評価しているのか実はこの項目のこのことだけを評価しているのか、

多分高田先生がおっしゃるのは、もっと全体的、全般的に見たこの団体の役割そのものである

とかそういうことの評価のための積み重ねの一つであるのかというのが、多分そこがわかりに

くいのでは。 

○服部委員 だから、これはこのとおりなのですよ。この数値目標でＡ、Ｂ、Ｃというのが決

まると、そういう設定をしているからそうなるのであって、今皆さんがおっしゃりたいことの

評価をする項目がないのですよ。 

○高田委員 ミッションに照らして適切に業務を遂行している、それが総合評価のところで評

価に表せないのは、もどかしい。 

○服部委員 それのことをここで言っても仕方がないので、評価設定自体を変える必要がある、

あるいは追加してもらうと、そういうこと。 

○千年委員 いや、逆にそれも危険で、ほどほどに、が必要だと思います。なぜかというと、

そうすると何でもその言いわけができるということを許すことになりますから、逆に言うと。

だから、やっぱり決まった以上はちゃんとそこでは完結を基本にやるべきだと思います。最終

的には先生の言うとおり、何が目的ということで、評価するというのが一番いいと思います。 

○服部委員 だから、これはこれでいい。 

○千年委員 私は異議を申し立てているんじゃないんです。ただ、伝わるべきものは必ずしも

この評価表だけでは伝わらない。 

○服部委員 次の７ページの（５）の下のところで保険料計算システムの不具合があって、徴

収漏れがあってＣになったというのですけれども、このシステムの不具合というのはどんなも

のだったのですか。 

○角総括調整役 このシステムは22年に導入したというか更新したものですけれども、要は保

険料の徴収月というのは決まっていまして、その月にその保険料の計算に関係のない修正項目

の通知がされると、自動的にというか、プログラムのミスで保険料徴収額が計算されないよう

な不具合というのが生じまして。 

○服部委員 だから、プログラムの問題。 

○角総括調整役 ええ、そうです。 
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○服部委員 要するに打ち込む職員の問題と違ってプログラムの問題。それでＣになってしま

ったということ。これも評価どおりだけれども、それに対して再発防止する必要がある、平成

22年から起こっていたはずですね。 

○角総括調整役 実は、これ最後に書いてありますとおり、25年度以前の保険料計算において

どうだったかというのを検証しているわけですけれども、今のところ、全体で４年と２カ月分

です。22年が２カ月分で、23、24、25、26、この分の保険料の徴収の漏れた部分が出ている。 

○服部委員 もう時効になっている。 

○角総括調整役 いや、まだ時効にはなっていないと思います。協会には請求をして７月とな

っていますけれども、最終的には全体額を精査していると。 

○服部委員 ということは、プログラムの瑕疵だったので、ＮＥＣかどこか知りませんけれど

も、そこに損害賠償とかそういう話になるのですか。 

○角総括調整役 損害賠償までいきません。どこで間違っていたかというのを直してくれとい

うふうにして、その後検証して、実際スムーズにいくかどうかというのをやっております。 

○高田委員 プログラムを検収した以上、当基金の責任となりますから、検収前に例えばテス

ト・データを走らせて異常の有無を検討するなどして、プログラムが正しく動くことを事前に

確かめることが、今後は、望まれるわけですね。 

○角総括調整役 その当時のことは余りはっきりわかりませんけれども、厳密な意味で実際に

それを動かして、きちっと検証されていたかどうかということになりますと、それであればこ

ういうことはなかったのではないかと。 

○服部委員 次の８ページの５の（１）、（２）、（３）、３つですけれども、代位弁済率・

事故率の低減ということで、中期目標中の設定値に対して、今年度はそれぞれであったという

のがあって、これ中期目標期間中の設定値ですので、今年度換算でいうと、林業の0.38％とか

漁業の0.05％というのはどんな位置に来るのですかね。 

○林課長補佐 こちらは漁業でいいますと、25、26年度に引き受けたものについて今年度中に

事故を起こしたものは0.05％。 

○服部委員 0.05％ですね。その数値は中期目標期間中全体にわたって1.15％以下にするとい

う話ですね、目標設定が。それから見ると、いや、相当低いのか低く済んだのか、あるいはそ

れほどでもないのかと、その辺はどんなもの。 

○林課長補佐 今のところは低く済んでいますが、中期目標期間中トータルで見たら、また変

わってくる。 
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○服部委員 そうですね、変わってきますね。そうならば、26年度中の評価としては、僕はＢ

がみんなＡになってもよいと思ったのですけれども、自己評価。 

○田原課長補佐 林業でいいますと、中期目標2.94％に対して２年目で0.38％なので、明らか

に低いんですけれども、ただ、最終的に2.94％を目指しているので、途中経過がいいからとい

って最終目標を達成するかどうかわからないということでＢとしています。 

○服部委員 わかりました。 

○千年委員 農業がゼロですよね。マイナスはあり得ないのですから、マイナスとかそういう

目標のもと、だったらいいのですけれども、これこそＡ評価で良いと思います。率から見ると

林業とか漁業よりももともとが低いですから、基準が。だから、余り大したことないとあるの

だけれども、とにかく零より下回るということはあり得ないことを考えたら、それ以上何を求

めてＡとかＳになるのか。 

○堺課長補佐 ここは実際に最終年度どうなるかということなんですけれども、期中的に異常

的に事故率が上がっていないかどうか、代位弁済が起きていないかどうかということで、ここ

は今までと同じように、いかに事故率を軽減するかというところを目標に立てております。 

○高田委員 それで数えた場合に120％以上となっているということはないんですか。 

○堺課長補佐 最終的に所期の目標を達成しているかどうかというところで判断をしておりま

す。 

○高田委員 これはＢのままになるわけですね。 

○堺課長補佐 はい。 

○高田委員 ありがとうございます。 

○服部委員 その中期目標期間中のパーセント、比率を中期目標期間の積算になるので、それ

で自己評価をすると、そういうことはちょっと無茶なのかな。だから、中期目標期間は５年で

したなら例えば３％を５で割ったら、毎年事故率は0.5ずつそこを超えるか超えないかでＡ、

Ｂ、Ｃを評価していくと、そういう話になるけれども、それは無理なのか。 

○角総括調整役 考え方としてはあり得るんですが、これはほかのものと違って、中期目標期

間中に引き受けたものを対象とした、その事故についてという部分をこの期間での目標値とし

ておりますので、年々均等にとかそういうことにはならないですね。 

○高田委員 すみません。指針の第８ページでは、Ａの説明のところで、「定量的指標におい

ては対中期計画値の120％以上とする」と書いてあります。他方、第８頁の５の（１）では、

事故率が「0.00％」とあります。Ｂ評定が付されたということは、事故率の改善が120％に満
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たなかったというわけですね。 

○服部委員 何かこの捉え方がクリアになると、そうしたら自己評価もやりやすいですね。 

○千年委員 ただ、先生がさっき言ったように積算とか数値目標にしちゃうと、さっきの問題

としては逆に経済情勢とかいろんな本人というか、人間の行動以外のことも影響するので、そ

の数値目標でやるというのはほどほどがいいのでは。 

○服部委員 立ててあるからそういう疑問が出るので。 

私からは以上です。 

○高田委員 先ほどの補足ですけれども、大きな表の４ページの上から３段目の「業務実績」

の欄に「理事長等とのディスカッション」と書いてある。ここの「等」に監事が入るんですか

というご質問でした。「等」に含めてしまうよりは、監事も明記してもいいんじゃないかなと

いうことを先ほど申し上げたかったところです。 

○服部委員 この文言はもう業務実績を出したものだから変更できませんね。 

○角総括調整役 自己評価として公表している部分はもうしていますけれども、確定した主務

大臣の評価としてはまだここで今まさに決めるということですかね。 

○服部委員 まだ修正できるのですか。要するに主務大臣の評定も入ったでしょう、これ。 

○堺課長補佐 評定は今行っているところです。 

○服部委員 そうか、まだその前ですか。 

○堺課長補佐 委員の皆様方のご意見を賜った上でということになります。 

○服部委員 そうか、なるほど。 

○高田委員 よかった。では、まだ反映される可能性はあるわけですね。 

○服部委員 今の業務実績のところは、もう変えることは無理ですよ。 

○千年委員 実際行ったことの文言は変えられるのでは。 

○服部委員 いやいや、それは評価委員会がこれはおかしい、修正せよとの指示があれば修正

はあり得るけれども、一旦出した業務実績をみずからが評価するというのはできないと思う。 

○角総括調整役 我々のほうの自己評価というのはもう既に公表されておりますので、「等」

には間違いなく監事等が入っていますので、先生のご意見を取り入れて主務省のほうでそうい

った形で明示されたものを正式なものとして公表されるというものであれば、それはそれで。 

○高田委員 新たな事実の追加ではなくて、今まで「等」に含めてあったことを明示するだけ

ですから、矛盾はないわけですよね。 

○服部委員 ないけれども、多分文章的には確定されているので。 
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○角総括調整役 私どもの自己評価の公表資料としては。ただ、今こちらで国としてやってい

る評価についての全体の文書の扱いがどうなるかはわかりませんけれども。 

○服部委員 そこは変えられると思う。変えられるというか、つけ加えられると思う。この委

員会と、それから、最後全体まとめのものも何かあるのですか。どうなっているかわからない

けれども、そういうところで意見があったということで、その意見を踏まえてということはで

きますね。 

○堺課長補佐 わかりました。ご意見を踏まえた修正をします。 

 時間のほうがただいま12時半前でございます。まだ多分ご質問がたくさんあるかとは思いま

すが、本日はたくさんのご意見をいただいたところです。 

○高田委員 有効に機能した会議であったというふうに報告できますか、これ。 

○堺課長補佐 はい。ほかに何かご意見等はございますか。 

○千年委員 私の感想なのですが、実は高田先生、関先生のご指摘と同じなのですけれども、

この基金の社会的意義というのはもちろんあることだし、でも一方で、公的資金としてこうい

った手段をやるというのは当然ですけれども、手段を目的化しちゃって評価になると、非常に

厳しいんじゃないかと。きょうはちょっと全体の事業のことを言っていましたけれども、例え

ば運営のほうの事業の業務運営の効率化みたいなものがあり、一般経費が29％とか削減したり、

ほかにも給与も低い水準になったり、実際、業務をやっている職員の方のモチベーションが下

がったら、問題だと思います。それこそどんどんふえていますよね、業務が、厳格か何かで。

コンピュータ関連、情報セキュリティみたいな新たなものが加わり、仕事は増えているのに。

だから、そこのところもちょっと考えていただきたい、それでいいのかと。実は大学も同じな

のですけれども、それが私の感想になります。 

○高田委員 賛成、私も同じ思いです。 

○服部委員 原点に帰って、それをちゃんとエンカレッジできる評価システムをやっぱり加え

ないと。 

○千年委員 ええ。だから、私にちょっと懸念があったのは、サービサーになれば確かに回収

とか外注でいいかもしれないけれども、逆にサービサーが変なことというか、本当に本来の目

的に沿った行動をしてくれたらいいんだけれども、そういう将来的なことはちょっと懸念がご

ざいます。いろいろご事情はわかるのですけれども。 

○堺課長補佐 農林漁業者の融資の円滑化のために保証保険制度については、前向きな方の支

援もしなきゃいけないところもあれば、あと一歩下から押してあげて、この人を支援するとい
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うような方々も含めて保証保険の対象にしております。一方、その中でやっぱり健全な経営と

いうのが重要でございますので、そこをやっぱり国のお金が入っている以上、ある程度そこも

しっかり見きわめつつ、どこまでできるかと。その点を念頭に置きまして、本日委員の皆様方

からのご意見を踏まえ、信用基金の制度が農林漁業者のためにますます役に立つというような

方向できちっと我々も指導してまいりたいと考えております。 

○高田委員 失敗事例の集積というのは財産になります。国のお金が回収できなかったとして

も、それは失敗事例として財産となります。失敗事例は農業者にとっても漁業者にとっても、

こういうことはしてはいけないという失敗学として使えるはずです。失敗は隠すべきものでは

なくて、こういうことをやって失敗しました、次はこういうふうにやりましょうというような

材料に使えるのであれば、それは国のお金を無駄に使ったことにはならないと考えられるので

すけれども、そこら辺も配慮していただきたい。 

○服部委員 ジャスダックに上場して業績、会社を大きく見せ過ぎて上場して、あっという間

に株が下がって、資金調達のための上場だったかという批判もありましたし、そういうものは

退室、退場してもらわないといけないけれども、そうでない人はやっぱりしっかり支援してあ

げてほしいと思いますね。 

○堺課長補佐 それでは、最後に今後のスケジュールでございますけれども、本日委員の皆様

方からいただいたご意見につきましては、集約の上、総合評定に反映させていただきたいと考

えております。 

 また、評価書につきましては、担当部局の点検、調整、決裁を得た上で、８月上旬をめどに

公表されることとなります。 

 最後に、本日は委員の皆様方にはご意見を賜り、ありがとうございました。有識者会議の委

員の皆様方は独立行政法人評価委員会で本当にお世話になった委員の皆様方でございます。引

き続き信用基金の指導をよろしくお願い申し上げます。 

 本日はこれで閉会させていただきます。ありがとうございました。 

午後０時３４分 閉会 


