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独立行政法人評価有識者会議 

農業者年金基金部会 

 

                 日時：平成３０年７月２５日（水） 

                 会場：農林水産省経営局第Ａ、Ｂ会議室 

                 時間：１３：５９～１６：４９ 

 

 

            議  事  次  第 

 

     １．開  会 

     ２．議  事 

     （１） 独立行政法人農業者年金基金からのヒアリング 

        ① 平成29年度業務実績等報告書について 

         ・業務実績等について基金からの報告 

         ・質疑応答 

        ② 中期目標期間（平成25年度から平成29年度）に係る業務 

          実績等報告書について 

         ・業務実績等について基金からの報告 

         ・質疑応答 

     （２） 主務大臣評価について 

        ① 平成29年度業務実績に関する評価について 

         ・評価結果（案）について主務省からの説明 

         ・質疑応答 

        ② 中期目標期間（平成25年度から平成29年度）の業務実績 

          に関する評価について 

         ・評価結果（案）について主務省からの説明 

         ・質疑応答 

     （３） その他 

     ３．閉  会 
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                         午後１時５９分 開会 

○高田数理官 それでは、少し時間は早いですけれども、皆さんおそろいです

ので、ただいまから独立行政法人評価有識者会議農業者年金基金部会を開催さ

せていただきます。 

 今日は委員の皆様、それから年金基金の皆様、お忙しい中ご出席いただきま

してまことにありがとうございます。 

 まず、出席者をご紹介させていただきます。 

 私の向かって左側になりますけれども、金井委員でございます。 

○金井委員 金井でございます。よろしくお願いいたします。 

○高田数理官 そのお隣、橋口委員です。 

○橋口委員 明治大学の橋口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○高田数理官 その隣、百瀬委員でございます。 

○百瀬委員 百瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

○高田数理官 それから、農業者年金基金の役員のご紹介をします。 

 百瀬委員から３番目になりますが、西理事長です。 

○西理事長 西でございます。よろしくお願いいたします。 

○高田数理官 その向かって右隣、榎本理事でございます。 

○榎本理事 榎本でございます。よろしくお願いいたします。 

○高田数理官 西理事長を挟んで樋口理事です。 

○樋口理事 樋口と申します。よろしくお願いします。 

○高田数理官 そのお隣、小島監事でございます。 

○小島監事 小島です。よろしくお願いします。 

○高田数理官 その隣、小林監事でございます。 

○小林監事 小林です。よろしくお願いいたします。 

○高田数理官 その他、ほかの出席の方につきましては、配席図をお配りして

いますので省略させていただきます。 

 では、議事に入ります前に、まず経営政策課長の森田より一言ご挨拶を申し

上げます。 

○森田課長 経営政策課長の森田でございます。 

 本日は、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうご
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ざいます。委員の皆様方におかれましては、日頃から農政の推進に多大なるご

理解、ご協力をいただきましてまことにありがとうございます。この場をおか

りして一言お礼申し上げさせていただきます。 

 さて、農業者年金につきましては、農業者の老後の生活の安定という目的と

ともに、担い手となる若い農業者の確保に資するという農政上の大きな目的が

ございます。そうした政策年金として措置されているというところでございま

す。独立行政法人であります農業者年金基金におきましては、こうした政策年

金としての年金制度、これをいかに適切に効率的に運用するかということが求

められているところでございます。 

 本日は、独立行政法人評価の有識者会議ということでございまして、委員の

皆様の視点から、農業者年金基金のこれまでの取り組みと実績についてご審議

いただきたいというふうに思っております。 

 農林水産省といたしましては、皆様からのご意見を十分に踏まえて、今後評

価を固めていきたいというふうに考えておりますので、農業者年金制度のより

適切な運用、農業者年金基金の業務運営の効率化、内部統制の強化につながる

ようなご意見をいただければ幸いというふうに考えております。 

 本日は、平成29年度の業務実績に加え、平成25年度から29年度までの５年間

の中期目標期間の実績、これについてもご審議いただくということになってお

ります。短時間の中で多くの内容をご審議いただくことになりますけれども、

委員の皆様方には、忌憚のないご意見を賜りたいと考えております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○高田数理官 ありがとうございます。 

 経営政策課長ですが、本日、業務の都合により退席させていただきますけれ

ども、どうぞご了承願います。 

 それでは、議事を進めていきたいと思いますが、先ほど課長の挨拶にもあり

ましたが、今年の評価、昨年と同じですけれども、通常の単年度の業務実績評

価に加えて５年間の中期目標期間の評価をやるということになっております。

したがいまして、進め方につきましては、議事次第をお配りしていますけれど

も、まずは独立行政法人からのヒアリングということで、最初に29年度の業務

実績報告をいただき、その質疑応答、それから中期目標期間の業務実績報告を
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いただき質疑応答、その後、３時40分ぐらいをめどに少し休憩を挟んで、第２

部として今度は評価のほうですね。29年度業務実績に関する評価で、その質疑

応答、その後、中期目標期間の業務実績に関する評価と質疑応答、そのような

形で進めていきたいと思います。 

 それから、本日ご議論いただいた内容につきましては、速記により記録させ

ていただいて、後日、議事録として公表させていただくこととなりますので、

あらかじめご了承願います。 

 それでは、議事次第に従いまして、まず初めに平成29年度の業務実績報告と

いうことで、農業者年金基金からお願いいたします。 

○廣田企画調整室長 企画調整室長でございます。29年度の業務実績等報告書

を、私のほうからご報告させていただきます。長時間にわたるので、着席して

ご説明させていただきます。 

 それでは、お配りしております29年度に係る業務の実績等報告書の４ページ

をお開きください。 

 まずは、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

項です。 

 この評価書の構成は、左から中期目標、中期計画、年度計画、評価指標や業

務実績・自己評価となっています。 

 まず左から３つ目の年度計画の欄の１、農業者年金事業の（１）被保険者資

格の適正な管理についてです。この被保険者資格の適正な管理につきましては、

農業者年金の被保険者記録と国民年金のそれとを突合し、不整合となった方に

対して必要な申出書等の提出を働きかけておりますので、ｂ評定とさせていた

だいております。 

 続きまして、１ページおめくりいただいて５ページ、（２）年金裁定請求の

勧奨でございます。65歳の誕生日の１カ月前に裁定請求の勧奨を行っておりま

すので、ｂ評定とさせていただいております。 

 同じページの下、（３）申出書等の迅速な処理です。 

 ①の提出された申出書についての標準処理期間内の処理割合につきましては、

97％以上とする目標を達成し、その結果を公表しております。また、標準処理

期間内に処理できなかったものにつきましては、その主な原因を把握し、対応
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したことからｂ評定とさせていただいております。 

 次に、６ページの②及び③で、申出書等に不備があった場合の返戻の関係で

す。申出書等の処理につきましては、①でご説明したとおり、標準処理期間内

での処理の目標を達成し、また返戻率は8.7％と、目標の10％以下を達成した

ことから、ｂ評定とさせていただいております。 

 次に、８ページをお開きください。２、年金資産の安全かつ効率的な運用関

係でございます。 

 まず、（１）年金資産の管理・運用につきましては、主務大臣の認可をいた

だいた運用の基本方針に基づきまして、安全かつ効率的に行っております。 

 また、９ページの（２）資金運用委員会での評価・分析等です。これにつき

ましては、外部有識者で構成された資金運用委員会において、年金資産の運用

状況等の評価・分析を行っております。 

 次に、同じく９ページの（３）年金資産の構成割合の検証です。資金運用委

員会において検証を実施しております。なお、その検証した結果として、30年

度からの資産構成割合等につきまして、中央の業務実績の欄に記載させていた

だきました。 

 次に、９ページ下の（４）スチュワードシップ活動等につきましては、26年

９月に当基金として「スチュワードシップ責任を果たすための方針」を策定し

ました。その後、29年５月の「日本版スチュワードシップ・コード」の改訂を

受けまして、当基金の方針も改定し対応しております。 

 以上のように、年金資産の運用関係につきましては、（１）から（４）まで

の項目につきまして着実に実施しておりますので、ｂ評定とさせていただいて

おります。 

 10ページの（５）年金資産の構成割合、運用成績等の公表及び加入者への運

用結果の通知です。年金資産の構成割合や運用成績につきましては公表し、加

入者へ通知させていただいておりますので、ｂ評定としております。 

 同じく10ページの（６）年金資産の運用に係るガバナンスの評価です。運用

受託機関名の公表、資金運用委員会の委員名簿、運営規程等々も公表しており

ますので、ｂ評定としております。 

 次に、12ページから３、制度の普及推進及び情報提供の充実になります。 
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 まず、（１）平成29年度の加入推進目標の設定です。中期目標における加入

推進目標は、20歳から39歳までの基幹的農業従事者に占める農業者年金の被保

険者割合を、29年度末までに20％まで拡大するというものです。この自己評価

書を提出した時点での29年度末の被保険者割合の推計値は19.8％で、29年度に

増加すべきポイント、0.8に対して実績は0.6、29年度末の被保険者割合の目標

20％に対する達成度合いは99％となっております。 

 また、この項目につきましては、昨年、28年度の業務実績に関して主務大臣

より、29年度は中期目標期間の最終年度であり、これまで以上に進捗管理を的

確に行い、関係機関等の連携強化による働きかけを徹底することなどが必要と

いうご指摘をいただいておりまして、中央の業務実績の欄に記述したとおり、

29年度においてはそれを踏まえた取り組みを行ってきております。これらを勘

案して、この項目につきましてはｂ評定としております。 

 なお、当基金から、この業務実績報告書を６月末に主務省に提出した後、７

月６日に30年２月時点での構造動態調査結果、新しいデータが出たということ

で、この新しいデータを用いて29年度末の被保険者割合を計算したところ、こ

の被保険者割合は20.14％と、目標の20％を達成しております。 

 次は、13ページの（２）加入推進取組方針に基づく加入推進活動の実施です。 

 まず、①で加入推進取組方針では、政策支援への加入をはじめ、若い農業者

に重点的に加入を進めることを明確にし、この取組方針の徹底を図っておりま

す。 

 また、②では都道府県段階の受託機関において新規就農者や認定農業者など

への働きかけを行っていただいています。また、若い世代や女性農業者を対象

としたメルマガでの情報発信も強化したことから、この項目につきましてはｂ

評定としております。 

 14ページの（３）加入推進の取り組みの効果検証です。新規加入者へのアン

ケート、優良事例の基礎データなどを収集、分析して効果検証を行っておりま

す。また、これらにつきましては、業務受託機関とデータの共有等をしている

ところです。このことからｂ評定としております。 

 同じく14ページの（４）加入推進活動のリーダーの育成及び制度内容の理解

の増進です。 
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 ①の加入推進部長等を対象とする加入推進研修会につきましては、加入推進

事例の紹介や外部専門家による説明を増やして、研修の充実に努めてきたとこ

ろです。 

 次に、②の研修用テキストですけれども、所要の見直しを行い、これら研修

会で活用しているところです。以上のことから、ｂ評定とさせていただいてお

ります。 

 15ページです。（５）特別重点都道府県等における特別活動の実施です。 

 これは、加入推進活動の格差の縮小を図るための取り組みで、具体的には、

加入実績が低調な都道府県を重点都府県として指定し、さらにその中から低調

なものを特別重点都府県と指定して、特別活動を実施するということをもって

格差の縮小を目指している取り組みです。 

 重点都府県では、市町村やＪＡの巡回意見交換を行いました。また、特別重

点都府県では、重点都府県で実施している、この巡回意見交換に加えまして、

関係機関との協議で特別活動計画を共同作成し、そのフォローアップを行って

効果を上げるように努めてきたところでございます。 

 このような取り組みを行った結果として、39歳以下の新規加入者数は、16ペ

ージの表の中央に重点以外の都府県、そして右端に全国の値が書いてあります

が、重点以外の都府県の対前年度比は102％、全国で105％、重点として指定し

た17県を見ると124％ということで、その取り組みの成果が出ていると考えて

おります。これらのことから、この項目についてはａ評定とさせていただいて

おります。 

 16ページ中ほどからの（６）ホームページ等による制度の内容、情報の提供

です。 

 まず、①の関係者等の意見を踏まえたパンフレットやリーフレット作成・提

供につきましては、必要な情報をホームページでも発信しております。 

 そして、②の加入推進活動を促進するための各種情報も、農業委員会や農協

といった、受託機関が随時ダウンロードして活用できるようにしております。 

 また、③ですが、適正な経営移譲年金の支給のための待期者、受給権者に対

する手続に関する情報提供も継続しているところで、これらのことからｂ評定

としております。 
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 続きまして、18ページから始まる業務運営の効率化に関する目標を達成する

ためにとるべき措置の関係です。 

 まず、１、業務運営の効率化等による経費の抑制の（１）一般管理費及び事

業費の抑制ですが、一般管理費につきましては、当初予算で３％減、実績は、

マイナンバー対応のシステム改修等の経費を除き3.9％減となっておりまして、

ｂ評定としております。 

 次に事業費ですが、当初予算では4.7％減、実績で0.9％減ということですが、

中期計画期間の平均削減率の目標範囲にあることから、ｂ評定としております。 

 次に、19ページの下からの（２）人件費の削減等です。政府における総人件

費削減の取り組みを踏まえて対応しており、ｂ評定としております。 

 20ページに入りまして、（３）給与水準の適正化です。29年度の当基金のラ

スパイレス指数は98.9と100を下回っておりますので、ｂ評定としております。 

 同じく20ページ下段の（４）契約の適正化の推進関係です。各種調達につき

ましては、一般競争を原則として、基金内の契約審査委員会における事前検討

を行っております。また、調達等合理化計画については、その実施状況を、第

三者で構成されます契約監視委員会の点検を受けて、その結果も公表しており

ます。こうしたことからｂ評定としております。 

 少し飛びまして23ページです。２、業務運営の効率化の関係です。 

 まず、（１）事務処理の簡素化です。28年度に業務受託機関に対してアンケ

ート調査を実施しまして、それを踏まえて29年度に様式の見直しを行っており

ます。また、業務用手引を28年度末に電子化しまして、当基金のホームページ

に掲載して利用できるようにしました。また、それにつきましては全受託機関

に配布しているということに加えまして、所要の見直しもしているということ

で、ｂ評定としております。 

 次に、24ページの（２）農業者年金記録管理システムの利用促進です。昨年

度、アクセス件数のみが評価指標とされておりますことについてご議論いただ

き、主務大臣より、その減少の原因分析と利用促進策が求められたところです。

そこで、29年度は初めての取り組みとして、会議等において受託機関に説明を

行った上で、全ての受託機関にシステムの利用を徹底し、利用困難な場合には

理由の回答を求める通知を出すということをしております。 
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 ちなみに、アクセス数の減少は受給権者等の減少に伴うものであり、未利用

機関はシステムの利用機会が限られ、必要性に乏しいと感じているということ

が確認されています。また、届出書等の作成割合が、新しい中期目標期間から

は評価指標となっており、このシステム利用機関の割合、届出書等の作成割合

の増加、原因分析等々をしてきたということを踏まえまして、アクセス件数に

ついては目標を達成しておりませんが、全体としてｂ評定としたところです。 

 25ページが、（３）農業者年金記録管理システムの開発等です。マイナンバ

ー制度への対応のための開発につきましては、30年３月末に情報連携が稼働す

る環境を整えました。また、特定個人情報については、取り扱う職員を限定す

るなどの管理措置を講じたところで、この項目はｂ評定としております。 

 26ページからの３、組織運営の合理化、（１）常勤職員数ですが、常勤職員

数は29年度末で74人でｂ評定としております。 

 27ページの、（２）能力・実績主義の活用です。人事評価等の結果を期末特

別手当、昇給区分の決定、勤勉手当等に反映させておりますのでｂ評定として

おります。 

 28ページの４、委託業務の効率的・効果的実施の（１）実績報告書による活

動状況の把握です。業務受託機関から提出されました実績報告書を集計し、業

務受託機関における業務の実施状況を把握していることから、ｂ評定としてお

ります。 

 同じく、28ページ下からの（２）加入推進活動を活発化させるための業務委

託費の配分の見直しの関係です。加入推進活動を活発化させるインセンティブ

の拡大のため、配分の見直しを行ってきておりますので、ｂ評定としておりま

す。 

 29ページにまいりまして、（３）業務実態等を踏まえた配分基準の適正化で

す。前年度に見直した経営移譲・経営継承の事前指導を徹底することに伴う事

務量の増減に応じた配分基準に基づいて配分を行っておりますので、ｂ評定と

しております。 

 31ページからは、５、業務運営能力の向上等です。 

 まず、（１）農業者年金基金職員です。年度当初に研修の実施計画を作成し、

計画的に研修を行い、理解度テストも行っているということでｂ評定としてお
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ります。 

 32ページは、（２）業務受託機関担当者です。都道府県段階の業務受託機関

を対象として年度当初に担当者会議を開催したのを初めとしまして、新任担当

者向けの研修会や専門研修会を実施し、また、秋にはブロック会議を、１月に

はブロック代表による業務連絡協議会を開催しております。 

 また、会議の内容につきましては、都道府県段階から市町村段階の受託機関

に周知するようにお願いをしておりまして、研修については、基金が主催する

ものだけでなく、都道府県段階の業務受託機関が実施する研修につきましても

理解度テストを行っています。以上のことから、この項目はｂ評定としており

ます。 

 35ページ、６、内部統制の充実・強化の項目です。 

 まず（１）ですが、計画どおり、内部統制の基本方針及び前年度の監事監

査・内部監査の結果を踏まえまして、内部統制システムの充実強化を図りまし

た。 

 また、この項目に関しましては、28事業年度の業務実績評価における個人情

報の保管など点検方法等の改善に向けて関係規程を見直すという指摘を受けて、

当基金としましては、主要な業務実績欄に記載しましたように、各種取り組み

を進めてきたところです。以上のことから、この項目はｂ評定としております。 

 次に、36ページの（２）理事長は、役職員の行動指針に基づく指示や周知を

徹底しておりますし、また、経営管理会議を基金内に設けておりますが、ここ

で年度計画等の進捗管理、内部統制に係る取組状況の把握等を行い、理事長か

らは必要な指示が出され、その徹底を図るためのモニタリングも実施している

ということで、ｂ評定としております。 

 同じく、36ページの内部統制基本方針に基づくコンプライアンスの推進で、

役職員全体を対象とする研修を実施するとともに、コンプライアンス委員会を

開催しております。 

 ２点目としてはリスク管理の徹底で、リスク管理委員会を開催し、リスク対

応方針に沿った適切な対応がなされているかどうかを確認するなど、その対応

を行っております。 

 ３つ目の内部監査につきましては、内部監査計画を作成し、監査を実施して
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おります。 

 さらに、27事業年度の業務実績評価のときに主務大臣から、検査院の指摘を

受けた経営移譲年金の不適正支給の再発防止策の実効性確保のため、関係者へ

の周知を継続するようにという指摘を受けておりまして、これも取り組みを続

けているということで、この項目全体としてｂ評定としております。 

 次に、38ページの（４）加入者の代表等の意見の反映で、被保険者代表等を

メンバーとします運営協議会を年２回開催しました。このことから、この項目

はｂとしております。 

 39ページの業務受託機関の事務処理の適正化等です。当基金では、業務受託

機関の事務処理が適正かつ効率的・効果的に行われるように考査指導を実施し

ております。また、考査指導の効果の浸透や必要な指導についても計画どおり

実施したことから、ｂ評定としております。 

 次に、40ページ、（６）情報セキュリティ対策です。 

 まず、改定されました政府統一基準群に準拠したセキュリティポリシーを作

成し、その実施手順の作成を進めるとともに、標的型メール訓練や役職員への

研修を実施しております。また、ファイアウオールを増設する、プロキシサー

バを導入するといったことに加えまして、特定個人情報の取り扱いにつきまし

て、取扱者を限定し、技術的管理措置を一層強化したところで、ｂ評定として

おります。 

 なお、特定個人情報保護評価書の変更手続を行ったところ、前年度、28年度

の公的年金等支払報告が、この変更手続の前に行われ、評価書に記載がなかっ

たということが確認されました。このようなことから、個人情報保護委員会か

ら所要の改善を求められたことに対応しまして、個人情報管理役の新設、管理

体制などを強化したところです。 

 次は、42ページの財務内容の改善に関する事項です。 

 まず、融資事業及び農地割賦売り渡しによる貸付金債権の管理では、債権分

類の見直し、それから債権の管理・回収についても計画どおりに行っておりま

すので、ｂ評定としております。 

 42ページ下からの運営費交付金額の必要額の算定につきましては、ルールに

基づいてやっておりますので、ｂ評定です。 
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 次に、46ページの予算、収支計画及び資金でございますが、先ほど申し上げ

ましたとおりで、ｂ評定としております。 

 次は、46ページの短期借入金の限度額に関してですが、実績がありませんで

したので、評定はしておりません。 

 47ページ、長期借入金の関係です。29年度におきましては、地方銀行への入

札参加の働きかけを強化し、結果としまして応札倍率の増加や落札平均金利の

低下につながりました。このように競争を強化する取り組みを行ったことで、

より有利な条件で借り入れができ、私どもとしては、この項目につきましては

ａ評価としております。 

 次は、49ページからの、その他主務省令で定める業務運営に関する事項です。 

 まず、職員の人事に関する計画の関係ですが、人材育成を図るとともに適正

な人員配置に努めておりますので、ｂ評定としました。 

 人員に関する指標につきましては、先ほど申し上げましたが、74人というこ

とで、この目標は達成しておりますので、ｂ評定です。 

 最後は51ページの２、積立金の処分に関する事項ですが、計画で示した使途

に積立金を充当しているということで、処分は適正ですのでｂ評定としました。 

 以上、駆け足ですが、説明を終わりたいと思います。 

○高田数理官 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご報告いただきました平成29年度業務実績に係る自己評

価について、監事のほうから何かご意見等ございましたらお願いします。 

○小島監事 特段ございません。 

○高田数理官 ありがとうございます。 

 それでは、ご報告いただいた業務実績について質疑応答を行いたいと思いま

す。どなたからでも結構ですので、ご質問等お願いします。 

○百瀬委員 百瀬です。 

 私もセキュリティにはあまり詳しくないんですけれども、40ページのところ

で、情報セキュリティ対策としてＣＳＩＲＴの適切な運用というのがあります。

これは運用には至っているんでしょうか。もし至っていないとすれば、それは

なぜでしょうかというのが１点目です。 

 それと、２点目が記録管理システムに関してなんですけれども、24ページで
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書かれているように、受給権者とか被保険者が減っているので、記録管理シス

テムにアクセスが減っているというのは当然のことだと思います。しかし、そ

の受給権者数とか被保険者数の減り方に比べてアクセス件数の減り方のほうが

明らかに多くなっています。これは、この管理システムが利用しづらいとか、

何かそういった理由があるのかどうかというのを２点お聞かせください。 

○樋口理事 ＣＳＩＲＴの関係をまずお答えします。 

 基金で情報セキュリティポリシーを29年10月に策定し、その中で、情報シス

テムの手順書や取り扱いの手順書などの作成を検討してきました。 

 その中の一つとして、インシデントが発生したときの対応から、再発防止策

を構築し実施するまでの手順を定めましたＣＳＩＲＴ構築・運用実施手順書を

つくるということになっており、本年の７月に定めました。 

○黒川業務部長 先ほど廣田のほうからご説明申し上げたように、なぜ発生件

数が減っているのかということについては、大きく言うと受給権者とか被保険

者数の減少だとか、あと、それに伴って届出書とかの作成件数が減っていまし

て、それに伴うものなんですけれども、それ以外に、２月に通知を発出して、

とにかく利用できるところは申込書を出してくださいと。どうしても難しいと

いうところは理由を教えてくださいということで回答を求めたところ、大方、

やはり、要するに受託機関としてすごくたくさん、二千数百ありますので、一

つ一つの受託機関にとってみると非常に被保険者の数が少なくて、全体として

その件数が減っていることもあって、こんなにわずかな届け出の処理だとか、

被保険者なり受給者の数からすると、わざわざシステムを利用する意味がない

というか、その必要性がないという回答が非常に多かったということでござい

まして、それが原因ではないかというふうに考えています。 

○高田数理官 よろしいでしょうか。 

 他に質問等ありましたらお願いします。 

○金井委員 内部統制のところの、やはり情報セキュリティ、40ページ下のと

ころをお聞きしたいんですが、エです。「特定個人情報の管理体制に関して、

個人情報保護委員会から所要の改善が求められたこと等を踏まえ、以下の取組

を行った」ということなんですけれども、この「個人情報保護委員会から所要

の改善を求められた」という、この内容について、もう少しご説明いただけま
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すでしょうか。 

○樋口理事 情報連携を行っていくために、その情報連携を行うことに伴う安

全管理措置として個人情報保護評価書をつくり、これを公表するということが

求められており、また、この個人情報保護評価書を変更する場合には、個人情

報保護委員会の承認を得るということになっていて、今回指導を受けたという

ことについては、その過程で行われたということです。 

 当基金が29年１月に公的年金の支払報告書を市町村に提出するに当たり、個

人情報保護評価書に記載することなく、個人番号を記載して提出したというこ

とが29年６月に確認され、そのことについて委員会の検査を受けまして、この

特定個人情報の管理体制等について指導を受けたという事実があります。 

 その指導を受けまして基金の個人情報管理にかかる体制強化をするというこ

とで、当基金としては個人情報管理役を新設するとともに、法令担当審議役に

個人情報保護担当業務を追加したり、それから特定個人情報を取り扱うパソコ

ンの外部記憶媒体の接続を無効化するなどの措置を29年に講じて万全を期した

ということであります。 

○金井委員 評価書に記載することなく、実際に行政に提出した支払調書には、

もちろん個人番号は書かなければならないものですが、その過程で何が問題か

というと、個人情報をこういうものに記載するということを一旦報告しなけれ

ばならなかったということなんですか。 

○樋口理事 そうですね。個人情報保護委員会に、申請しなくてはいけないこ

とができていなかった。 

○黒川業務部長 よろしいですか。補足させていただきます。 

 マイナンバーといいますか、個人番号の利用については、税事務から段階的

に始まってきているわけですけれども、年金保険者、我々ではなくて、例えば

似たような話でいえば、みどり年金というか、国民年金基金とか企業年金とか、

そういったところが年金保険者で、今の私どもがやっているような年金の支払

報告、年金の受給権者に年金を支払いましたと、それは何人の人に、こういう

人に支払いましたというのを税務当局に報告するということになるわけですけ

れども、個人番号の利用については、ちゃんと安全管理措置を講じていますと

いうことを評価書というものに記載して公表するというのがルールになってい
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るわけですね。その評価手法を作成・公表するに当たって、個人情報保護委員

会の指導、承認を受けると、そういう流れになっているんですね。 

 世のあまたある年金保険者は、農業者年金もそうなんですけれども、近く開

始されるであろう個人番号の利用に先駆けて、まずは個人番号を収録をする。

それぞれの加入者とか受給権者の個人番号を収録すると、そういうことをまず

やったわけですね。そのために評価書というのをまず作成して、個人情報保護

委員会の承認を受けたんです。それが平成27年ぐらいの話でありまして、 

 最初に27年に評価書を作成して承認を受けたときは、個人番号を収録して、

収録したものをちゃんと安全に管理しますということだけを書いた評価書を作

成して承認を受けていたわけですね。だけれども、それはいずれ税の事務への

利用が始まって、先ほどの年金の支払報告というものをすることが想定されて

いたわけですけれども、年金支払報告はまだいつやるか決まっていなかったの

で、最初の評価書に記載はなかったわけですね。それが今回、農業者年金基金

は30年度から情報連携を開始するので、それに向けてこういう内容で情報連携

しますということで評価書の変更をしようとしたわけですね。その評価書を変

更するに当たって個人情報保護委員会の指導を受けたわけです。その過程で、

情報連携を開始するから評価書を変更するということで個人情報保護委員会と

話をしていたところ、年金支払報告というのは、29年１月に既に１回目の話が

あって、そこには個人番号を付して報告したんじゃないのという話になって、

それは評価書に記載して個人情報保護委員会の承認を受けるべきであったいう

指導を受けたということなんです。 

○高田数理官 よろしいでしょうか。 

○金井委員 わかりました。 

○高田数理官 そのほか、何かございますか。 

○百瀬委員 国民年金基金とかｉＤｅＣｏとは別に、農業者年金基金の存在す

る意義というのが政策加入にあるんだということは以前から申し上げていたん

ですけれども、平成29年度で見ますと、新規の加入者全体に占める政策加入の

人の割合というのが26.6％なんですね。まず、この数値についてどういう評価

を基金の方がされているのかというのが１点。もう一点、平成28年度のデータ

で見ると、新規加入者に占める政策支援加入者の割合というのが都道府県ごと
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にかなり違うんですが、都道府県ごとの農家の特性が違うからなのか、あるい

は都道府県の取り組みの違いなのか、その要因を教えていただきたいと思いま

す。 

○西理事長 最初にお尋ねの後者です。私も４月に理事長になって、もう８回

ぐらい現場を回っているんですけれども、これは政策支援だけに限らず一般論

として言えることなんですが、まだ農業者年金の存在を知らない人もいるとか、

あるいは、特に旧年金から新制度に変わっていて、旧制度は賦課方式で全く違

う制度なんですが、やや旧制度のトラウマも引きずっている。このギャップが

かなり地域によってまだら模様でして、私なんかがまさに初めて行って、ここ

はかなり富裕な農業地帯だから、相当これは加入が進んでいるなと思ったら、

必ずしもそうでなくて、話を聞くと、やはり旧制度のところと新制度のところ

と若干理解のギャップが起きているという話があります。このため、丁寧に地

域に応じて、全く同じ形での話を全国津々浦々でしても意味がなくて、やはり

その地域に応じた話の仕方のグレードを変えていかないといけないかなという

認識はあります。全体はそういう状態ですから、当然特例付加年金の加入状況

についてもまばらであるということで理解しております。 

 最初の26％をどう見るかなんですが、私の印象として言うと、私もまだまだ

やる余地があるというか、やはり年金というのは非常に若い世代から入って、

この前もＪＡの青年組織協議会の方とお話ししたんですけれども、やはり苦し

い時期に入らないと、なかなか後になって実りが出てこないという面がありま

すので、まさに苦しい時期に入るためにそうした制度があるので、これは保険

料が高いか低いかという問題じゃなくて、やはりまだまだそこは突っ込んでい

ける余地があるというふうに個人的には考えています。 

 ただ、ちょっと私も３カ月ぐらいの認識で話していますので、理事から何か

補填することがあればお願いいたします。 

○樋口理事 追加して申し上げますと、人口ピラミッドの構成の中で、団塊ジ

ュニアの世代、昭和40年代の方々がおおむね40歳以上になり、この政策支援の

対象から外れて、したがって通常加入するということになっていくという部分

が少し影響しているのかなと考えております。 

○高田数理官 よろしいでしょうか。 
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○榎本理事 さらに少しだけつけ加えさせていただければ……。 

 政策支援はもちろん一番大事ですけれども、やはり高齢者の老後の安定とい

う目的もありますので、若い方に入っていただければそれもよろしいんですけ

れども、しばらくしてから入っていただく方、そういう方があってもいいとい

うふうに私どもは思っています。その意味で、政策目的は若い方々にも入って

いただくというのもありますけれども、やはり高齢農家の生活安定というのも

ありますから、そこはやや複合的な目的を持っている制度かなというふうに思

っています。その意味でも法律を持った農業者年金という制度があるわけです

し、あと、独法をわざわざ構えて、こういう制度を維持しているという面もあ

るだろうと思います。 

 あと、地域性がやはり非常に強くて、前の旧年金のときに脱退した人が多い

地域とか、それはやはり不安が強い状況もあります。あと、ここは基金内部で

議論しているんですけれども、園芸地帯とか、新しい形の農業があるところを

少しまだ回り切れていないんじゃないかなというような話とかがございます。 

 あと、逆に園芸地域ですと結構所得の変動が大きいですし、もうかるときは

もうかりますから、逆に言えば農業者年金の租税を圧縮するような機能、そう

いうような面を評価して入っていただく方もいるということで、言ってみれば

地域地域なんですけれども、それを分析しながら、若い人に入っていただくと

いうのが主眼の目的ですから、適したところはそこをどんどん伸ばしていきた

いと思っていますし、園芸地域とか、ほかに例えば租税を抑えたいというよう

な農家が多い地域については、そういうようなアプローチもしてやっていると

ころであります。 

○百瀬委員 実際にデータでは、実数で見ると、新たに農業を始める認定新規

就農者の政策支援加入者はふえていっています。29年度もそういう傾向にあっ

たのかということと、なぜうまくそこがいっているのかというのはどうでしょ

うか。 

○榎本理事 加入推進名簿のつくり方を普通やるときに、農業委員会さんです

と青年就農給付金などの受給者を大体ターゲットにしてきますので、そうしま

すと、そういう方々が入ってくる確率が上がっていくという面もございます。

あと、今言った、例えばある程度40、50になって経営が安定してきて、所得税
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を抑えたいというような方々は、ちょっと違うようなアプローチで入ってきて

いただくというようなことでございます。 

○廣田企画調整室長 理事がご説明しましたけれども、国が新規就農者をふや

す施策として青年就農給付金を24年度から導入されています。私ども農業者年

金基金も、25年度からは、そういう人たちによく働きかける取組について、基

本方針の中でも項目を立てて受託機関と取り組んできたところです。やっと、

徐々にですが効果が出ているのかなというふうに思っております。 

○佐々木課長補佐 政策支援加入の割合につきましては、前回もお話に出たか

もしれませんけれども、要は、若い担い手の方にできるだけ入っていただきた

いのですが、他方で、若いと農業所得も多くないということも想定されますの

で、保険料の支援をさせていただいておりまして、大いに活用していただきた

いと考えています。しかし、政策支援加入の割合そのものを高めるということ

を直接的な目標として掲げているということでもありません。若い方でも経済

状態は異なっており、中には２万円よりもっと保険料を払って税制控除のメリ

ットを受けたいという選択の問題というのもあります。ただし、農業者を確保

する上では、特に若い担い手に入っていただくことが重要と考えていますので、

政策支援は活用していただきたいと思います。 

○百瀬委員 それを言ってしまうと、農業者年金基金じゃなくても、税制優遇

だったらｉＤｅＣｏでも国民年金基金でもいいではないかというふうになって

しまうので、あえて農業者年金基金をつくる、持つということの意味がどんど

ん、それを言い出してしまったらなくなってしまうかなと、私は個人的には思

いますけれども。 

○佐々木課長補佐 大いに活用していただきたいという考えはもちろんござい

ます。 

○榎本理事 議論を補足させていただくと、私どもの農業者年金基金、ｉＤｅ

Ｃｏと比較した場合は、やはり法律に基づいた制度だというのがございます。

そこで法律に基づいた制度というのは…… 

○百瀬委員 ｉＤｅＣｏも法律に基づいています。 

○榎本理事 ですけれども、若い方々を入れていくというのと、老後の安定と

いうのがまずありますし、あと独法を構えてやっているというのもございます。
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あと、実際上の事務費というのは、全て国費の運営費交付金の中で見られてい

る制度ですから、これらすべてを含めて制度として実施されている。決して政

策年金部分だけが制度だという立てつけにはなっていないというところはある

んだろうというふうに考えております。 

○高田数理官 よろしいでしょうか。 

○橋口委員 今のに関連するかと思うんですけれども、先ほどのご説明の中で

地域差みたいなことを、地域によっても大分違うみたいなことがございました

が、そうだろうなとは思うんですけれども、加入推進に当たって、いわゆる重

点県というのを指定されて、この間取り組まれたんですけれども、県の中での

また地域差みたいなものはあまりないのかどうか。要するに、重点県という単

位で推進していくより、もっとＪＡ単位だとか市町村単位とか、附属資料とい

いましょうか、参考資料を見せていただくと、確かに愛知県などではさらに内

部で重点のＪＡとか市を指定しているようなんですけれども、基金として直接

に市町村単位とかＪＡ単位とか、そのようなレベルではどこぐらいまで把握し

ていらっしゃるかというのは、何か資料みたいなものはあるんでしょうか。 

○廣田企画調整室長 参考資料の94ページ、95ページあたりが、私どもが毎年

度出しております加入推進の取り組み方針でございます。その中で重点県の指

定だとか特別重点県の指定という記載がございまして、それぞれの重点指定等

をされた中では、またさらにそこで市町村、ここに取り組みを強化したいんで

すということを指定して取り組みをしていただきたいということをお願いして

おります。 

 それと、委員ご指摘のように、県でまだらがあるのであれば、当然県の中の

市町村でも格差はあると思っておりますので、さらに市町村についても重点を

指定してくれということにしてございます。 

○橋口委員 その結果、市町村レベルとかでの格差といいましょうか、そうい

うものはだんだん標準化されているというふうに理解してよろしいんでしょう

か。 

○廣田企画調整室長 市町村段階まで、ちょっと詳しく見ていないんですが、

県段階でいけば、第３中期目標期間に重点、特別重点だと指定したところが伸

びているというのは事実で、こういう指定をするとそれなりに頑張っていただ
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けるのかなと、こう思ってございます。 

○樋口理事 県内で特に基幹的農業従事者が多いが加入が進まないという県を

重点県と指定して訪問します。その際に、なるべくその県全体というよりは地

域別、地帯別に、この地域が対象者が多いがうまくいっていない、といったお

話をして、対策を考えるようにしています。所得の問題であったり、あるいは

担い手が高齢者ばかりであったり、課題はさまざまですが、なるべく現場に近

いところまで行って状況を把握して対応するように、この５年間もやってきた

ということです。 

○西理事長 これは実際特別対策のところになっていて、やっぱり県内でかな

りばらつきがあるので、実際行ったところで県のほうにそのばらつきを聞いて、

そこで個別の対策を聞いて検討していくという、そういう繰り返しになってい

るんだ思います。 

○高田数理官 よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、中期目標期間の実績について、農業者年金基金から

ご報告をいただきたいと存じます。 

○廣田企画調整室長 それでは、説明を差し上げたいと思います。 

 この中期目標期間の業務実績等報告ですが、昨年度、25年度から28年度まで

の実績及び29年度の見込みをあわせました見込み評価をしていただいておりま

す。それに加えて、先ほどご説明した29年度の業務実績報告の内容とかなり重

複しますので、できるだけ簡略にご説明を差し上げたいと思います。 

 それでは、４ページをお開きください。国民に対して提供するサービスその

他業務の質の向上に関する事項です。 

 中期計画は左から２つ目の欄で、中期計画の１、農業者年金事業の（１）被

保険者資格の適正な管理です。毎年度、当基金の持っております被保険者記録

と国民年金のそれとを突合して、不整合となった方に対して申出書等の提出を

働きかけておりますので、ｂ評定としております。 

 ５ページにまいりまして、（２）年金裁定請求の勧奨です。毎年度、65歳の

誕生日の１カ月前に裁定請求を勧奨しておりますので、ｂ評定としております。 

 ５ページ下段です。（３）申出書等の迅速な処理です。 

 申出書につきましては、標準処理期間内に処理するということで、いずれの
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年度も97％以上と中期目標を達成しておりますので、ｂ評定としております。 

 ②の申出書の標準処理機関の短縮化です。26年２月に本格稼働しました記録

管理システムの運用にあわせまして、申出書等の標準処理期間を、記載しまし

たように、加入申し込みであれば60日以内を30日以内というふうに短縮化して

所期の目的を達成しています。 

 ③の返戻の関係につきましては、６ページの表にありますように、毎年度の

返戻率は６％から８％台ということで、いずれも目標の10％以下を達成してい

ますので、ｂ評定としております。 

 次に、８ページ、２、年金資産の安全かつ効率的な運用の関係です。 

 まず、（１）年金資産の運用・管理につきましては、運用の基本方針に基づ

き、安全かつ効率的に行っておりますし、（２）資金運用委員会での評価・分

析についても、毎年度、評価・分析を行っています。 

 そして、（３）年金資産の構成割合の検証につきましても、毎年度、資金運

用委員会で検証しています。 

 以上のように、年金資産の運用につきましては、（１）から（３）までの項

目を中期計画に沿って遵守しております。 

 この年金資産の安全かつ効率的な運用につきましては、中期計画にはありま

せんでしたけれども、10ページ中ほどに記述しましたように、27年４月より資

金運用委員会の委員を外部専門家のみとしまして、より専門的・客観的な評

価・分析を実施できる体制としております。 

 また、28年１月の日銀のマイナス金利政策の導入によりまして、マイナス金

利が進行し、運用環境が悪化いたしました。これに対応しまして、当基金では

損失回避対策を実施しまして、保険者ポートフォリオと受給権者ポートフォリ

オとを合わせて約6,000万円程度損失回避ができたのではないかと考えており

ます。 

 さらに、11ページにありますように、今後の年金資産についての検討の参考

にするため、約10年ぶりに加入者を対象としたアンケートを実施し、多くの加

入者の意見や意向を把握したということで、この中期目標期間、年金資産の運

用に関しましては、中期目標を上回る成果を達成したと考えておりまして、ａ

評定としております。 
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 次は、12ページの（４）年金資産の構成、公表及び加入者への運用結果の通

知です。四半期ごとに運用の成績について当基金ホームページで公表していま

すし、毎年度の運用結果を加入者の皆様にご通知しておりますので、ｂ評定と

しております。 

 12ページ下からの（５）年金資産の運用に係るガバナンスの強化です。運用

受託機関名の公表、資金運用委員会の委員名簿、運営規程等々の公表につきま

しては中期計画に沿って実施しておりますし、ガバナンスの強化につきまして

は、先ほどご説明しましたように、資金運用委員会の構成を外部専門家のみに

一新したことで、資金運用の透明性の向上なりガバナンスの一層の強化を図っ

ているということです。所期の目標を上回るという成果を達成したと考えてお

りまして、この項目についてはａ評定としております。 

 次に、16ページです。３、制度の普及推進及び情報提供の充実です。 

 まず、加入推進目標の設定です。39歳までの基幹的農業従事者に占める被保

険者割合を20％まで拡大するという目標達成に向けて、関係団体とも連携して

運動を展開してきたところです。29年度の実績報告のときも申し上げましたが、

この評価書の提出時点では29年度末の被保険者割合の推計値は19.8でしたけれ

ども、先日公表されました新しい構造動態調査結果をもちいますと20.1と、目

標を上回っております。 

 次は、17ページの（２）加入推進取組方針に基づく加入推進活動の実施です。

毎年度、加入推進取組方針を策定し、新規就農者等に対する働きかけや、加入

者アンケートを実施しております。特に新規就農者等に対する働きかけにつき

ましては、メルマガの活用を図ったほか、表にもありますようにチラシ、パン

フレットの配布部数も、この第３期中期目標期間中に３倍近くに増加しており

ます。以上のことでｂ評定としております。 

 18ページの（３）加入推進活動のリーダーの育成及び制度内容の理解の増進

です。毎年度、加入推進を行っていただいている方を対象とする特別研修会を

開催して、事例紹介や外部専門家の説明というようなことに努めてきておりま

すので、ｂ評定としております。 

 19ページ末からの（４）特別重点都府県等における特別活動の実施です。29

年度の業務実績等報告書でご説明しましたように、加入実績が低調な都道府県
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を重点、さらにその中から低調なものを特別重点に指定して特別活動を実施す

ることで、格差の縮小を目指すというわけです。 

 20ページの表にありますように、重点都府県の39歳以下の新規加入者数の前

年比は、重点以外の都府県平均を上回っておりますし、格差の縮小は図られて

いると考えておりまして、私どもはここはａ評定としております。 

 21ページには、（５）ホームページ等による制度の内容、情報の提供です。

関係者の意見を踏まえてＰＲ資料をつくっておりまして、そういうものはホー

ムページでの情報提供をさせていただいておりますので、ｂ評定としておりま

す。 

 続きまして、23ページから始まります、業務運営の効率化に関する事項です。 

 第１の１、業務運営の効率化による経費の抑制等の（１）一般管理費、事業

費の抑制です。これにつきまして、23ページの経年表にありますとおり、毎年

度目標を達成しており、ｂ評定としております。 

 24ページ下から、（２）人件費の削減の関係です。政府における総人件費削

減の取り組みを踏まえた取り組みを行っておりますので、ｂ評定としておりま

す。 

 25ページの（３）給与水準の適正化です。各年度の当基金ラスパイレス指数

は、いずれも100を下回っておりますので、ｂ評定としております。 

 同じく25ページ下の（４）契約の適正化の推進です。契約につきましては、

一般競争を原則としまして、基金内に設けました契約審査委員会での事前検討

などの対応を行っております。また、調達等合理化計画を策定し、それにつき

ましては、外部委員で構成される契約監視委員会で点検を受けて公表しており

まして、ｂ評定としております。 

 次は、28ページ、２、業務運営の効率化、（１）事務書類の簡素化です。 

 26年２月に本格運用を開始しました記録管理システムによりまして、主要な

業務実績のところに記載したとおり、申し出期間の延長とか申出書の様式の簡

素化と統一などを図っております。 

 また、29年度の業務実績報告の際にご説明したように、業務用手引の抜本的

な見直しを行い、電子化したものをホームページで使えるようにしたというよ

うなこともありますので、ｂ評定としました。 
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 次に、29ページの（２）電子情報提供システムの利用促進です。新しい記録

管理システムにつきましては、毎年度、普及拡大取組方針を作成し、現地での

利用説明会を開くなど、利用促進を進めてきたところです。新しいシステムの

導入後は、前のシステムとの比較でアクセス件数が増加しておりますので、ｂ

評定としております。 

 30ページの（３）農業者年金記録管理システムの開発等です。計画どおりに

開発を終え、運用を開始しております。また、その後もマイナンバー制度への

対応等を進めているところで、ｂ評定としております。 

 31ページには、組織運営の合理化で常勤職員数です。中期目標では、中期目

標期初の75人から、28年度までに74人とするという目標を与えられております。

29年度末の常勤職員数は74人で目標達成しておりますので、ｂ評定としており

ます。 

 32ページの（２）能力・実績主義の活用です。期末特別手当等への職務実績

の反映等、人事評価を活用しておりますので、ｂ評定としております。 

 33ページは委託業務の効率的・効果的実施、（１）実績報告書による活動状

況の把握は、実施しておりますので、ｂ評定としております。 

 33ページ下の（２）加入推進活動を活性化させるための業務委託費の配分の

見直しです。中期目標、中期計画のとおり、25年度から固定的な配分方法を見

直しまして、加入推進活動を活性化させるインセンティブが働くようにしてお

りますので、ｂ評定としております。 

 34ページ下の（３）業務実態等を踏まえた配分基準の適正化ですが、中期目

標、中期計画のとおり、それまで第２期の中期目標期間中に農業委員会と農協

とで異なっていた配分基準を統一化しましたので、ｂ評定としております。 

 36ページの５、業務運営能力の向上に関しまして、まず（１）農業者年金基

金職員ですけれども、毎年度、計画的に研修を行っているということで、ｂ評

定としております。 

 また、（２）業務受託機関担当者の方々に向けても各種研修会を実施してい

るということで、ｂ評定としております。 

 40ページからは内部統制の充実・強化です。 

 まず（１）ですけれども、中期計画どおり、内部統制の基本方針を25年４月
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に策定いたしました。その後、それに基づきまして充実・強化に取り組んでき

ているということで、ｂ評定としております。 

 同じく40ページの（２）です。この基本方針に基づきまして、理事長は、経

営管理会議等において、取り組み状況の把握、必要な指示、またモニタリング

ということをやってきたということで、ｂ評定としております。 

 次に、41ページの（３）内部統制基本方針に基づくコンプライアンスの推進

等です。 

 コンプライアンスの推進につきましては、研修を実施するとともに委員会を

開催してきたところです。なお、第３期中期目標期間中、コンプライアンスに

反する事案は発生しておりません。 

 ２点目のリスク管理の徹底につきましても、25年４月にリスク管理委員会を

設置して、毎年度２回、委員会を開催するなどの取り組みを行っております。

また、28年度からは業務手順を職員みずから見直し、改善する考え方の導入を

図ってきたところです。 

 ３点目の内部監査につきましては、計画に基づいて監査を実施しております

ので、これらのことから、この項目についてはｂ評価としております。 

 次は、43ページまで行きまして、（４）加入者の代表等の意見の反映です。

毎年度、上半期と下半期に加入者代表等から構成される運営評議会を開催しま

して当基金の業務運営等について広く意見を求めるとともに、その議事内容等

はホームページで公表しておりますので、ｂ評定としております。 

 43ページ下の（５）業務受託機関の事務処理の適正化です。考査指導を実施

する業務受託機関数、毎年度240程度、中期目標期間に換算しますと1,200程度

を対象とするということになっておりまして、29年度までの実績では累計で

1,309と、目標は上回っているということで、この項目についてはｂ評定とし

ております。 

 44ページ、（６）情報セキュリティ対策の関連です。 

 １点目の情報セキュリティ規程の見直し関係については、セキュリティポリ

シーを作成したほか、研修会や抜き打ちの標的型メール訓練などを実施してき

ているところです。 

 また、主務省からの各種情報提供に迅速に対応し、その対応状況については
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主務省に報告をさせていただいております。 

 また、当基金では、27年６月に日本年金機構の個人情報漏えい問題があった

ことをみずからの問題として捉えまして、システムを操作する端末機、パソコ

ンをインターネットから遮断する改修を自主的に、かつ迅速に行って必要な対

策を講じております。一方、29年度の事業評価の際にご説明しましたが、28年

度の公的年金等支出報告について評価書に記載がなかったことが確認され、個

人情報保護委員会からも所要の改善を求められたということもございましたの

で、この項目、昨年度の見込み評価のときはａとしていましたが、そういう指

摘を受けて改善に取り組んだということもありますので、ｂ評定としておりま

す。 

 続いて47ページ、第３、財務内容の改善に関する事項です。 

 融資事業等による貸付金の債権については、毎年度、債権分類の見直し等も

しておりますので、ｂ評定としております。 

 48ページの運営費交付金の必要額の算定につきましては、ルールどおりやっ

ておりますのでｂ評定としております。 

 49ページの第４、予算、収支計画、資金につきましては、先ほどもご説明し

ましたが、目標を達成しておりますのでｂ評定としております。 

 51ページの、第５、短期借入金の限度額の項目については、中期目標期間中、

実績がありませんでしたので、評定をしてありません。 

 52ページです。長期借入金につきましては、毎年度、競争入札を行って、極

力有利な条件での借り入れに取り組んでいるということで、期間全体としては

ｂ評定としております。 

 次が、53ページの第６、その他主務省令で定める業務運営に関する事項の関

係で、まず職員の人事に関する計画につきましては、人材育成を図るとともに

適正な人員配置に努めておりますので、ｂ評定としております。 

 また、人員に関する指標としての職員数ですが、期末の職員数が74名となっ

ているので、ｂ評定としております。 

 最後は55ページ、積立金の処分に関する事項です。これも計画の範囲内で充

当しておりますので、ｂ評定としております。 

 説明は以上となります。 
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○高田数理官 ありがとうございます。 

 それでは、ご報告いただいた中期目標期間業務実績報告に係る自己評価につ

いて、監事のほうから何かご意見等ございましたら。 

○小島監事 特段ございません。 

○高田数理官 ありがとうございます。 

 それでは、ただいま報告いただいた実績報告について質疑応答を行いたいと

思います。 

 どなたか、お願いします。 

○百瀬委員 今回の第３期中期目標期間中に会計検査院から経営移譲年金の不

適切問題というのが指摘されたかと思います。この期間中に、この問題は完全

に解消されたという理解でよいのかということと、新制度の特例付加年金にお

いても、そうした不適切支給という問題は生じていないという理解でよろしい

でしょうか。 

○樋口理事 会計検査院から指摘を受けました件については、経営移譲年金及

び特例付加年金受給権者の総点検を行いまして、その総点検に基づいて結果を

農水省に報告いたしました。結果といたしましては、支給停止事由該当者の

183人、それから裁定取り消しの７人の190人、不適正な支給者が判明したとい

うことですので、その該当者に対して過払い防止のための支払保留を行って、

それで支給停止の処理決定手続を進めてまいりました。この183人のうち６人

については、諸処の事情で処理決定を行っていないという状況にありますが、

残りの人については処理が済んでおります。このため、早急に支払い停止の処

理決定をしてまいりますし、また、その結果、過払いが判明した人については

返還請求を行って返還金の回収に努めてまいります。今後とも、こういった不

適切な支給をしないようしっかりチェックをしてまいりたいと思います。 

○百瀬委員 実際、回収はできているという理解でよろしいですか。過払いし

たものは回収が全て今できているという状態ですか。 

○樋口理事 そうですね、８割方回収してきている。 

○千田課長 あと、分割で返還している人もいますので、その分です。 

○百瀬委員 なるほど、わかりました。 

○黒川業務部長 ちょっとよろしいですか。補足させていただきますと、検査
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院から指摘されたのは、調査期間が５年間に限られているわけなので、これは

理事がおっしゃられたとおりなんですけれども、それにとどまらず、総点検と

いうのは全受給者に対してやったというのがまず１つ。それから、これまでの

受給者に限らず、今後新しい受給者になる方もおられるので、それは新制度、

旧制度を問わず、新たに裁定を受ける方を念頭に置いて、まず現況届の様式を

変えて、受給者本人に自己点検していただく。その名義がちゃんと自分でない

ことを確認していただくという話がまずあって、次に、農業委員会で裏とりと

いうか、初回の現況届を提出した人、すなわち新規裁定者ですけれども、それ

を重点的に裏どりをするということをやって、その結果をまた基金で改めて点

検すると、そういうような流れに変更していますので、対応は講じているんじ

ゃないかというふうに思います。 

○百瀬委員 経営移譲を受けているかどうかというのを最初に確認しているか

ら大丈夫だということですね。その後も継続的に確認は……。 

○黒川業務部長 継続的にも確認するように農業委員会には申し上げているん

ですけれども、１年目の人を特に重点的にやってくれというふうなことをやっ

ております。 

○百瀬委員 重点的なのは最初だけでしょうか。 

○黒川業務部長 それは、またさらに言うと、農業所得を情報連携によって今

後は入手していきますので、これで万全ではないかなと思います。 

○百瀬委員 わかりました。 

○金井委員 42ページの実績報告のリスク管理の徹底のところで、下のところ

なんですけれども、リスク管理委員会では、リスク対応が網羅的に実施されて

いるか確認する必要があるとの指摘を踏まえ、「リスク対応方針」等の見直し

を29年度に行ったという記述がありまして、あと、参考資料、赤いファイルの

303ページに平成29年度上期のリスク管理委員会の議事次第が載っていまして、

その次のページの専門家、トーマツさんの会計士を迎えたりして、かなりきち

んとやっておられると思うんですけれども、リスク管理項目の洗い直しと、29

年度における重点項目の選定などを行ったという議事次第があります。それで、

このリスクの洗い出しの網羅性というのは非常に大変な作業で、各独法さん、

苦労されていまして、基金のこの報告書の中には、業務処理の統制まできちん
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と見てリスク対応されているといったようなこともあったんですけれども、具

体的に網羅性を確保するということで、どのような方策を29年度にされました

かというのが１点です。 

 もう一つ、この参考資料の中で、311ページに29年度の内部監査報告書がと

じ込まれていまして、これの318～319ページにおいて、平成29年度に発生した

事故事案への対応においてと書かれていまして、最後のほうに、319ページの

真ん中あたりから、平成29年９月15日付の、また個人情報保護委員会のことが

書かれていまして、フレーズの最後のところに、再発防止策として源泉徴収票

に係る事務処理マニュアルが作成されたが、原因分析等がいまだに行われてい

ない。関係課が連携・協力して早急に行う必要があるというふうに結ばれてい

ますので、このことについて、内部監査の報告書についての基金としての対応

をお聞きしたいと、この２点です。 

○廣田企画調整室長 まず、前者のリスク対応方針に沿ってできているかとい

うことを網羅的に確認すべきという点でございます。 

 実は、監事から、そういうことをちゃんとやらないとやっている意味がない

ですよというご指摘を受けまして、29年度にリスク管理項目の一覧について、

それがちゃんとできているか、やっているかということについてリスク管理者

がどういうふうに考えて、どういうように評定したのかを記述するように資料

の様式を変えまして、それで抜け落ちがないよねというようにしました。委員

ご指摘のように結構大変な作業なのですが監事のご指摘を踏まえて着手しまし

たので、今後引き続きやっていきたいと思います。 

○金井委員 そうですね。毎年見直しをしなければいけないものではあります

が、非常にコストがかかることですので、法人独自のプロセスをお考えになっ

て、ぜひこれからもなさってください。 

○廣田企画調整室長 ありがとうございます。 

○黒川業務部長 319ページのことは、これは内部監査報告書ということで審

理役から持たされたというか、取りまとめられたものですけれども、ここで言

っている原因分析等というのは、農業者年金では、いわゆる「なぜなぜ分析」

というのをずっとやっていて、一人一人の各担当が、なぜこういうことが起き

たのかということを考えて、所定の様式にまとめて残すことをやっておりまし
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て、ここでその原因分析等が行われていないというのは、そのことを指してい

るんですね。だから、要するにこれに関係する職員全てが所定の様式で、自分

なりに考えたことを整理をして記録として残すと、そういうことがそこまで手

が回っていないということだから、こういう指摘になっているんだと思います

が、原因分析という意味で言うと、先ほど申し上げたとおり、年金支払報告に

ついて評価書に記載がなかったのはなぜかといえば、評価書に記載しなければ

いけないということを基金が知らなかったということかと思います。 

こういうことが起きたので源泉徴収票に関する一連の事務について、手順とい

うか、マニュアルをつくるということをやったわけですよね。 

○金井委員 私がお聞きしたいのは、内部監査報告書では─ちょっと上の部

分です。個人情報保護の重要性に鑑みて、個人情報管理役等の位置づけ並びに

職責と業務を明確にする必要があるものというふうに、かなり重要なこととい

う位置づけで、この内部監査報告書は書かれているというふうに読み取れまし

た。なんですが、本当の法人としてのお考えはいかがなんでしょうかというこ

とをお聞きしたかったわけなんですね。単に知らなかっただけという……。 

○西理事長 「単に知らなかった」ということではなく、ここに書いた、新た

に個人情報管理役の設置等で、基金としては、この時点として万難を排してそ

こは対応したということです。その経緯のところの話と、実際指摘を受けて基

金が何を対応したかというのは、ちょっと別のフェーズの話だと思います。 

○樋口理事 29年９月15日にそういう指摘を受けたので、10月から個人情報管

理役を置いて、事後対策といいますか、体制を整備したり、それからいろいろ

な法令なりルール等のチェックをしたりするということをやってまいりました。

この原因分析については、部長が言うように、過去のことについての原因分析

ということでありますので、担当課のほうでこれをきちんと整理せよと監事か

ら指摘されております。職員の入れかわりが激しいものですから、なかなか昔

の経過資料が残っていないということもあり、きちんと情報をつないでいける

よう、原因分析をきちんと残そうという取り組みを今しております。 

○金井委員 おっしゃるとおりだと思います。内部統制のＰＤＣＡというのは、

現状を正しく認識して、そしてそれを改良して次につなげて、またそれをモニ

タリングするという繰り返しだということは十分ご認識されているんだと思い
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ますので、そのようにお願いいたします。 

○高田数理官 ほかに何か。 

○百瀬委員 多分、基金の評価と主務大臣の評価がずれる可能性があるのが加

入推進活動の格差縮小のところです。20ページ。ここが基金のほうではａ評価

とされているわけですが、26年度に96％という形で、100を下回ったけれども

ａ評価としています。ここをａ評価とした積極的な理由というか、そこを少し

強く推していただければ、評価するときに再考というか、その余地があると思

うんですが、どうでしょうか。格差解消に関して具体的にどういう取り組みを

したのかとか。 

○樋口理事 この評価書のほうにありますように、やはり県ごとの温度差がか

なりあって、対象者がたくさんいるのになかなか進んでいないという県に対し

て、重点県として指定し、先ほど申したように現場までなるべく入る形で相談

をきちんとやりながら推進活動をしています。こうした県のなかには、例えば

専門的に動いてくれる指導員を新規に雇い、県内巡回するといった取り組みを

行っています。各県なり各地域が課題を認識して取り組んだ結果が、重点県が

ほかの県よりも成績が上がっていることに現れていると思います。 

 こうした成功事例をもって、ほかの県にも応用していくような取り組みを進

めてきたことが、今後の今期の加入推進について非常に大きな影響を及ぼした

のではないかというふうに考えて、私どもはａ評価というふうにしたところで

あります。 

○廣田企画調整室長 補足いたしますと、５年度のうち３年度は全てプラスで

したので、目標は十分達成しているという考えです。 

○百瀬委員 わかりました。 

○高田数理官 よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。よろしいでし

ょうか。 

 それでは、これで議事次第の（１）の独立行政法人からのヒアリングについ

ては終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

 一旦休憩を挟みます。ここの時計の３時40分から、主務大臣評価について始

めたいと思います。 

                         午後３時３２分 休憩 
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                         午後３時４０分 再開 

○高田数理官 それでは、皆さんおそろいのようですので、議事を再開したい

と思います。 

 議事次第の（２）のほうになりますけれども、主務大臣評価ということで、

まずは29年度業務実績に関する評価について経営政策課から説明させていただ

きます。 

○佐々木課長補佐 課長補佐の佐々木でございます。 

 それでは、評価書（案）を説明させていただきます。座って説明させていた

だきます。 

 お手元にお配りしております29年度の業務実績に関する評価書（案）をご覧

いただきたいと思います。 

 １枚めくっていただきまして、裏のところですけれども、１ページ目、評価

の概要ということで、こちらは評価者等が書かれております。 

 ２ページ目は総合評定のページでございます。 

 まず１番目は、全体の評定ということで、こちらはＢ評定とさせていただい

ております。中期計画における所期の目標を達成していると認められるという

ことでございます。 

 評価に至った理由につきましては、評価対象である14項目全てがＢ評定であ

り、総合評定を引き下げるような事象もないことからＢ評定としたということ

でございます。 

 ２番目の法人全体に対する評価については、項目別評定において、個別の課

題等があるものの、業務及び組織全体としては、年度計画に従いおおむね適切

に業務が実施されていると評価したということでございます。 

 ３番目は「項目別評価における主要な課題、改善事項など」でございます。

こちらでは、情報セキュリティの関係ですけれども、個人情報保護委員会から

改善を求められた事項については、着実に改善し、情報セキュリティ対策の徹

底に取り組む必要があると書かせていただいております。 

 それでは、３ページ目でございます。 

 こちらは項目別評定総括表ということで、先ほど申しましたとおり、29年度
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は各項目が全てＢとなっております。 

 次に、４ページ目でございます。 

 ４ページ目からは各項目別の評定ということで、個々に小項目のレベルでご

説明させていただきます。 

 年度計画の１の（１）の農業者年金事業でございます。被保険者資格の適正

な管理につきましては、被保険者資格記録の突合を実施して、また申出書等の

提出を遅滞なく行うように働きかけたということでｂ評定としております。 

 次、５ページ目でございます。 

 （２）の年金裁定請求の勧奨につきましては、速やかな裁定請求書の提出を

働きかけたということで、ｂ評定としております。 

 （３）申出書等の迅速な処理につきましても、標準処理期間内の処理割合が

97％以上であり、結果も公表されました。また処理できなかった原因を把握し

たということで、こちらも評定はｂとしております。 

 次の６ページに進んで、②の標準処理期間内に合わせての迅速な処理につき

ましても、標準処理期間内の処理割合は100％に近く、返戻率も10％を下回っ

ているということで、評定はｂとさせていただいております。 

 次は８ページ目でございます。８ページ目は、年金資産の安全かつ効率的な

運用でございます。年度計画の（１）をご覧いただきますと、年金資産の管

理・運用ということで、こちらにつきましては、自己評価にありますとおり、

基本方針に基づいて安全かつ効率的に運用し、その他、②、③、④についても、

それぞれ計画に従って実施されたということで、評定はｂとさせていただいて

おります。 

 その次は、10ページ目でございます。 

 （５）の年金資産の構成割合、運用成績の関係でございます。こちらにつき

ましても、構成割合などがホームページで公表されております。さらに運用結

果も通知しているということで、ｂ評定ということでございます。 

 次に（６）の年金資産の運用に係るガバナンス強化です。こちらにつきまし

ては、外部運営を委託する機関の名前の公表や、資金運用委員会の委員の名簿

など各種必要な公表がなされているということで、こちらも評定はｂとしてお

ります。 



34 

 

 次に、11ページ目ですが、制度の普及推進及び情報提供の充実になります。

主要な経年データについては、ご参考としてご覧いただければと思います。 

 12ページ目に入りまして、（１）の加入推進の目標の設定のところでござい

ます。こちらにつきましては、年度計画では20％に到達するまでの0.8ポイン

ト増という目標でした。それに対して実績は0.9となって20％も超えたという

ことで、評定はｂとさせていただいております。 

 次に、13ページ目の加入推進取組方針に基づく推進活動の実施です。こちら

につきましては、取組方針が作成され、新規就農者等に対しても制度説明や働

きかけを行ったということで、ｂ評定としております。 

 それから、14ページ目の（３）の加入推進の取組の効果検証です。こちらに

つきましては、各種アンケート調査を行い、受託機関の活動実績や優良事例調

査の分析等の検証も行ったということで、ｂ評定としております。 

 次に、（４）の加入推進活動のリーダーの育成等です。こちらにつきまして

も、外部専門家を活用したり、推進事例の紹介や研修用テキストの参考事例の

情報収集、理解度テスト等々、計画どおり実施されているということでｂ評定

でございます。 

 次に、15ページ目の（５）の特別重点活動です。こちらにつきましては、基

金の自己評価がａ評定ですが、当省の評価案もａ評定としております。 

 まず重点都府県の新規加入者数が29年度におきましては対前年度124％であ

ったということで、これを仮に数値目標的に考えるとａ相当であるということ

がございます。そして、重点以外の都府県と全国についても、それぞれ102％、

105％ということで、全体的な底上げも伴っていますので、当初の目標である

格差縮小にプラスアルファの成果もあったのではないかと考えまして、評定は

ａとしております。 

 次に、16ページ目の（６）のホームページ等の関係です。こちらにつきまし

ては、リーフレットの作成、ホームページでの情報発信等、適切に行われたと

いうことでｂ評定としております。 

 18ページ目に行きます。業務運営の効率化による経費の抑制等です。こちら

につきましては、一般管理費、それから事業費の抑制ということで、それぞれ

３％、１％の削減目標を達成しておりますので、ｂ評定とさせていただいてお
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ります。 

 19ページ目の下のほうから20ページ目にかけてですけれども、国に準じて人

件費の削減が適切に行われたということで、ｂ評定としております。 

 それから、20ページの（３）の給与水準の適正化。これはラスパイレス指数

が100を下回っていることや、ホームページでの公表もされているということ

で、ｂ評定としております。 

 それから、（４）の契約の適正化。こちらは、やむを得ず随契をした場合等

を除きまして、全て一般競争入札されている。あと一者応札等々につきまして

検証も行っているということで、こちらもｂ評定としております。 

 次は、23ページになります。業務運営の効率化でございます。 

 23ページの（１）の書類の簡素化。こちらは、計画どおり書類の検証をして

見直したということで、評定はｂとしております。 

 24ページの（２）の記録管理システムの利用促進。こちらにつきましては、

基金の自己評価にもありましたが、アクセス件数自体は目標の過去３カ年平均

というのを下回っておりますけれども、説明会の実施ですとか利用の促進に努

めていただいています。それから、システム利用の受託機関数自体は増加して

いる、申出書等の作成割合もふえているということを総合的に鑑みまして、評

定ｂとしております。 

 25ページです。システムの開発等。こちらは適切に開発をしたということで、

ｂ評定としております。 

 それから、26ページの組織運営の合理化でございます。そのうちの（１）の

常勤職員数については、74人ということでｂ評定としております。 

 それから27ページの能力・実績主義の活用ということで、理事長による評価

や、職員の昇級区分の決定等々、適切に行われたということでｂ評定としてお

ります。 

 それから28ページの委託業務の効率的・効果的実施でございます。 

 （１）の実績報告書による活動状況の把握については適切に把握されている

ということでｂ評定としています。 

 （２）の委託費の配分等の見直しについてもインセンティブが働くように見

直しされたということでｂ評定としております。 
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 それから29ページです。配分基準の適正化ということで、こちらも業務量に

応じて基準を見直して配分したということで、ｂ評定としております。 

 それから31ページになります。業務運営能力の向上等ということで、31ペー

ジの（１）のところです。農業者年金基金職員というところで、こちらは、研

修の実施計画を策定して初任者研修、民間研修等も活用したことと、理解度テ

ストもしているということでｂ評定としております。 

 それから、32ページに行きまして（２）の業務受託機関ですけれども、その

うちの都道府県段階につきましては担当者会議、研修会等々を実施されており

ます。 

 それから、33ページで市町村段階の受託機関というところもございますが、

こちらにつきましても、基金の職員を派遣して適切に対応されているというこ

とで、ｂ評定ということにしております。 

 35ページに行きますと、内部統制の充実・強化ということで、（１）の内部

統制の基本方針、それから監事監査等々でございます。こちらも基本方針に基

づいて内部統制の充実・強化に取り組まれたということで、ｂ評定としており

ます。 

 それから、（２）の理事長による行動指針等の周知ですけれども、こちらも

モニタリング等が行われておるということで、ｂ評定としております。 

 それから、（３）のコンプライアンス、リスク管理の関係ですけれども、こ

ちらもコンプライアンス研修やリスク管理委員会が適切に実施され、内部監査

も適切に実施されているということで、ｂ評定としております。 

 それから、38ページにまいりますと、（４）の加入者の代表者の意見の反映

です。こちらにつきましては、計画どおり年に１回運営評議会を開催して、議

事内容も公表されているということで、ｂ評定としております。 

 それから、39ページの（５）の業務受託機関の事務処理の適正化等というこ

とで、考査指導の関係ですけれども、こちらも目標数を上回る考査指導が適切

に行われたということで、ｂ評定としております。 

 それから40ページの（６）情報セキュリティ対策でございます。こちらは、

基金の自己評定はｂということなんですけれども、当省といたしましては、右

端の欄に書いておりますとおり、セキュリティポリシーは策定され、保護管理
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規程も見直されてはいるんですけれども、ＣＳＩＲＴの運用にまでは至ってい

ない。それから、先ほどからお話が出ておりました個人情報保護委員会から管

理体制等の不備等につきまして改善を求められたということがございました。

これについては、当省としては内容を重く受けとめておりますので、ｃ評定と

いうことにさせていただいております。指摘事項として、改善を求めた事項に

ついては、着実に改善して対策の徹底に取り組む必要があるというふうに書か

せていただいております。こちらにつきましては、時間があれば、また考え方

なりを後ほどご説明させていただきたいと思います。 

 それから、42ページです。財務内容の改善に関する事項ということで、こち

らは債権の分類ですとか担保物権の評価見直しを適切にされたということで、

評定はｂとしております。 

 それから44ページの予算収支計画の関係です。こちらは、先ほどと同じです

が、３％、１％の削減が達成されているということでｂ評定ということです。 

 45ページは、予算計画に基づいて基金内での資金の配分を行ったということ

で、ｂ評定ということです。 

 46ページの短期借入金は該当はございません。 

 それから、48ページの長期借入金の限度額です。こちらにつきましては、基

金の自己評価ではａということになっております。主務省といたしましては、

この評価欄に書いておりますとおり、競争入札を行いまして、市中金利の情勢

に照らして有利な条件で借り入れを行われたということは認められるかと思い

ます。さらに、基金自ら積極的に地方銀行等にＩＲ活動をしたということでご

ざいます。 

 しかしながら、指標にあります応札倍率のところを見ると、25年度以降の応

札倍率とも比較した中で、特段、29年度が高かったということでもないという

ことで、通常の目標以上に成果を出せたというところまではいかないのではな

いかと判断しまして、ｂ評定とさせていただきました。 

 次、49ページです。職員の人事に関する計画ということで、こちらは新任者

研修、専門研修等で人員育成をして適正な人員配置を行ったということで、評

定はｂとしております。 

 その次の50ページの常勤職員数は、先ほどと同じ74人でｂ評定ということで
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す。 

 最後の51ページでございますけれども、積立金の処分の関係ですが、これは

適切に使われたということで、ｂ評定としております。 

 以上でございます。 

○高田数理官 それでは、ただいま説明した29年度業務に係る評価案について

質疑応答に移らせていただきます。 

 委員のほうからご質問とかご確認したい点とか、ございましたらお願いしま

す。 

○百瀬委員 40ページに関して、先ほどＣＳＩＲＴを導入しているかいないか

というのを確認したところ、現在は導入しているということの回答が基金から

ありました。これはあくまでも29年度中の評価なので、その時点では導入され

ていなかったので、そこを評価しないというか、その点は……。 

○佐々木課長補佐 そうですね。年度の区切りで。 

○百瀬委員 わかりました。 

○高田数理官 ほかにございますか。 

○黒川業務部長 私から、よろしいですか。今の40ページのお話に関係して、

事実関係だけちょっと申し上げておきたいんですが、まず１つ、審査との関係

は、おっしゃるとおり実施手順書という、手順書そのものはこの７月に整備を

しましたので、そういう意味では形式的にはなかったというのはおっしゃると

おりなんですけれども、ＣＳＩＲＴって、要するにインシデントが起きたとき

とかに連絡・報告するようなことなので、基金においては、もともと農業者年

金って非常に小さな組織なので、連絡体制は整備されておりましたから、実質

的にはＣＳＩＲＴに似たような実態はあったのではないかというふうに思って

おります。 

 それから、ちょっとあわせて、個人情報保護委員会の指導の件について、い

ろいろ前半でくどくどと説明して大変申しわけございませんでしたけれども、

私どもとしてこれを軽視しているわけではなくて、十分重く受けとめておりま

して、体制整備だけじゃなくて、関係省庁、要するに詳しい省庁が入念に確認

するということを徹底しております。そういうことをまず申し上げた上で、３

点ちょっと申し上げたいんですね。 
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 １つは、この個人情報保護委員会の指導については、一番のポイントは年金

支払方法というか、評価書に記載がなかったということなんですけれども、こ

の点については、まず第１点として安全管理措置、要するに年金支払報告に当

たって個人番号を付して報告する、その安全管理措置についてはきちんと講じ

ておりまして、要するに評価書に記載がなかったということが問題になったと

いうことが１点ですね。要は、安全管理措置は講じていたんだけれども、評価

書に記載がなかったということが、この問題の本質であるということが１つ。 

 それから２点目として、農業者年金は、先ほど申し上げた27年に個人番号収

録を始めるときに評価書を作成・公表して、その際に個人情報保護委員会から

承認をいただいているんですけれども、そのときに、要するに年金支払報告が

将来始まるということを想定された評価書の作成だったわけですけれども、そ

の段階では委員会から、個人番号つきで年金支払報告をする場合には、評価書

に記載しなければいけないよと、そういうような指導・助言を受けた事実はな

いということ。それが２点目。 

 それから、３点目として、この事案が発生したのは28年度、29年１月の話で

あったと。そして、さらに文書で指導を受けたのは９月なんですけれども、口

頭でそんなような話があって、いろいろ指導を受けていたのは６月とか７月ご

ろの話でありまして、この評価書の未記載の話だけをもって、昨年度の見込評

価のａからいきなりｃになるのはいかがなものかというふうに考えておるとい

うことを申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○高田数理官 それでは、質疑応答に戻らせていただきますけれども、評価案

に対して委員のほうからご質問等ございましたら。 

○百瀬委員 確認すると、基金のほうは口頭で６月に指導を受けていたわけで、

そのことは農水省に報告はしていたんでしょうか。 

○黒川業務部長 私も、要するに後から来た人間なので、はっきり「そうでし

た」という明確な情報があるのかと言われると、それは断言できませんけれど

も、いろいろな…… 

○百瀬委員 もしそのことを報告されていたのであれば、農水省が当然知って

いたというのは論証できますけれども。 
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○高田数理官 調査が入っているとの情報は多分農水省にも来ていて、ただ、

正式に通知でもってどこが問題があると指摘されたのは８月では。 

○黒川業務部長 だから、その前に立ち入り調査が入って、だから、私どもが

確認しているのは…… 

○高田数理官 調査の結果を踏まえ、どこに問題があるとの文書が基金に通知

され、また、これに対して正式に基金から回答をされているので、これらの事

実を踏まえて、今回評価をしているわけです。 

○佐々木課長補佐 先ほどの説明で重く受けとめていると申し上げたのは、個

人情報保護委員会から指摘を受けた内容というのは多く分けて２つの柱だった

と思うんですね。１つは組織体制を見直してくれと、もう一つはシステムを見

直すようにと。体制の見直しについては、去年の10月に個人情報管理役を置い

て、審議役にも個人情報の役割を持たせたということで、10月から新たなスタ

ートを切ったわけですよね。ですけれども、先ほど金井先生からもお話があっ

たとおり、基金の内部監査で自ら指摘されているように、10月からスタートし

たんですけれども、１月ぎりぎりになってまた評価書への記載と承認申請を忘

れていたということがあったりして、うまく機能していないというふうな書か

れ方もしております。主務省としては、新たなスタートを切ったけれども、ち

ょっと心もとないなというのが１つ。 

 あともう一つは、システムの関係ですが、要は外部記憶媒体ということで、

ＵＳＢとか、画面コピーできるとか、そういうハード面ですよね。よく世間で

騒がれているような情報漏えい問題というのは、一番よくあるパターンがＵＳ

Ｂを持ち出して誰かに渡すやり方なので、それが物理的にできる形になってい

ると、結局そういうことが起こり得るということで、まさか基金の職員がそう

いう悪さをすることはないと信じたいですけれども、情報セキュリティという

のは性善説では成り立たないものがありまして、やろうと思ってもできなくす

るというふうにするしかないと思います。個人情保護委員会から指摘されてＵ

ＳＢを使えないようにした、画面コピーもできないようにしたということです

が、恐らく委員会からすれば、マイナンバーというのは国家的な大プロジェク

トでやっているわけで、特にマイナンバーというのは細心の注意を払って取り

扱わなければいけないというのが大前提であると思うんですね。情報連携とか
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でマイナンバーを扱う農業者年金基金も、やはりそこは細心の注意を払ってや

らなければいけないという中で、持ち出し可能という、ある意味簡単に情報漏

えいができるような状態でもあったというのは非常にゆゆしきことではないか

と受けとめたわけです。 

○高田数理官 時間の都合もありますので、ここで先に中期目標期間の評価の

説明をさせていただいて、項目は同じなので、その後まとめてまた質疑応答と

いうことでやりたいと思います。 

○佐々木課長補佐 では、中期目標期間のご説明に入らせていただきます。ち

ょっとスピードアップして説明させていただきます。 

 ２ページ目からでございます。 

 こちらは、総合評定ということで、中期目標の期間評価も全体評定としてＢ

ということにしております。見込み評価時と同じでございます。全体の評価と

いうことで、個別の課題等はあるもののという形で、年度計画と同じような書

きぶりでございます。 

 なお書きでは、会検が入って不適正支給が判明したが、その後、再発防止策

等必要な改善措置が講じられている、法人全体の信用を失墜させる事態には至

らなかったという判断を記載しております。また書きですけれども、こちらは

マイナンバーの関係です。こちらは個人情報保護委員会から改善が求められて

いるので、着実に取り組んでいただきたいという書きぶりでございます。 

 その下の考慮すべき事項では、法人の信頼回復に向けて必要な措置が適切に

講じられているというふうに書かせていただいております。 

 課題、改善の事項欄ですが、こちらもマイナンバーの関係で引き続き取り組

んでいただく必要があるという書きぶりでございます。 

 次、３ページ目ですけれども、こちらは項目別評定の総括表です。ご覧いた

だきますと、項目別には年金資産の安全かつ効率的な運用というところがＡ評

定となっております。それ以外は全てＢ評定となっております。 

 それでは、個々の項目別の中身に入らせていただきます。４ページ目からで

す。 

 農業者年金事業ということで、こちらは４ページ目の（１）から、その次の

ページの（２）、（３）、（４）までございます。こちらは、中身的に29年度
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と同じで、５年間の期間を通して、それぞれの年度計画に従って適切に実施さ

れたということで、全てｂ評定としております。 

 それから次、８ページに飛びたいと思います。８ページの年金資産の安全か

つ効率的な運用というところで、まず、（１）の管理・運用のところです。こ

ちらは、自己評価がａで、見込み時もａ評定でした。今回の期間評価ではａ評

定としております。毎年度計画どおりに基本方針に基づいて適切に運用がなさ

れ、マイナス金利ということもあったんですけれども、損失の発生を最大限回

避したということが目標を上回ると判断しましてａ評定としております。 

 それから、ページを飛びまして12ページ目です。年金資産の構成割合等です。

こちらも毎年度計画どおり実施したということでｂ評定です。 

 それから、その下の（５）のガバナンス強化です。こちらにつきましても見

込み評価と変わっておりません。毎年度計画どおり機関名の公表等をされてお

ります。資金運用委員会を外部専門家のみの構成としたということで、ガバナ

ンスが強化されたと判断しまして、ａ評定としております。 

 15ページ目になります。制度の普及推進、それから情報提供の充実というと

ころで、16ページ目からですけれども、（１）の加入推進目標です。こちらは

結果的に20％を超えたということでｂ評定ということでございます。 

 それから17ページ目の加入推進取組方針に基づく活動ですが、こちらは、毎

年度計画どおりされたということでｂ評定としております。 

 それから、18ページ目の（３）です。加入推進活動のリーダー育成等です。

こちらも計画どおりということでｂ評定ということでございます。 

 次、19～20ページ目にかけての特別重点活動でございます。こちらは自己評

価のほうはａ評定ということですけれども、見込み評価のときはｂ評定とさせ

ていただいておりました。今回、最終的な期間評価もｂ評定という判断してい

るところです。こちらは理屈としては見込み評価のときと同じなんですけれど

も、加入者が大幅に落ちた26年度は重点活動も対前年を上回ることができなか

ったということで、期間全体として見た場合、必ずしも成果の引き上げに結び

ついているとは言えないのではないかということで、見込み評価と同じくｂ評

定と判断いたしました。 

 それから、21ページ目のホームページの関係です。こちらは、計画どおり実
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施したということでｂ評定としております。 

 それから、23ページ目からですけれども、業務運営の効率化による経費抑制

ということで、一般管理費、業務費、がそれぞれ３％、１％削減の達成で、ｂ

評定ということでございます。 

 24ページ目の（２）ですが、人件費の削減は、毎年度適切に取り組まれてき

たということでｂ評定でございます。 

 それから、25ページ目の給与水準の適正化も毎年度ラスパイレス指数100を

下回っていたということでｂ評定です。 

 契約の適正化も29年度評価で説明した内容が毎年度適切に取り組まれていた

ということでｂ評定としております。 

 それから次、28ページ目です。業務運営の効率化につきましては、事務処理

の簡素化が毎年度計画どおり取り組まれたということで、ｂ評定ということで

ございます。 

 それから、29ページ目の情報システムの利用促進です。こちらにつきまして

も、システムの普及拡大の取組方針を策定されて、その上で利用促進に努めら

れたということで、新システムに移行した後、アクセス件数自体は増加してい

るということもございます。それから、システムを利用した届出書ですとか受

託機関数も増えたということで、全体的な評価としてはｂ評定ということにさ

せていただいております。 

 それから、30ページ目の（３）のシステムの開発も計画どおり開発に取り組

まれたということでｂ評定としております。 

 31ページ目の組織運営の合理化です。常勤職員数74ということで、こちらも

定員数の目標達成ということでｂ評定ということです。 

 それから、32ページ目の（２）の能力・実績主義ですが、こちらも理事長に

よる勤務実績評価がなされ、職員の昇給等に人事評価が適切に反映されている

ということでｂ評定としています。 

 それから33ページ目の委託業務の効率的・効果的実施です。（１）の実績報

告書による活動把握は、適切に把握されたということでｂ評定としております。 

 それから、加入推進活動の委託費の配分見直しも毎年度、適切に配分の見直

しが行われてきたということでｂ評定としております。 
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 （３）の配分基準の適正化も毎年度計画どおり、積算単価ですとか配分基準

が見直しされたということでｂ評定としております。 

 それから、36ページ目です。業務運営能力の向上等ということで、まず基金

の職員です。こちらも計画どおり、基金の職員に対して研修が実施された、業

務運営能力の向上が図られたと判断しましてｂ評定としております。 

 それから、37ページ目の（２）の業務受託機関担当者の関係です。こちらも

受託機関の担当者について計画どおり担当者会議、研修会等を実施していただ

いて能力向上を図ったということで、評定はｂとしております。 

 40ページ目の内部統制の充実・強化です。 

 こちらは、まず（１）の内部統制基本方針ですが、こちらは25年に策定され

て、その後、充実・強化に取り組んでいただいているということで、評定はｂ

です。 

 （２）の理事長による周知等ですけれども、こちらも計画どおり毎年度実施

されているということで、ｂ評定としております。 

 次、41ページ目ですが、（３）のコンプライアンス、リスク管理等になりま

す。こちらも毎年度計画どおりコンプライアンス研修やリスク管理委員会の適

切な開催に取り組まれたということでｂ評定としております。なお、内部監査

も適切に実施されているということです。 

 それから、43ページ目です。（４）の加入者の代表の意見の反映ということ

で、運営評議会です。これは毎年度２回開催されて、議事録のホームページ公

表等が毎年度されておりましたので、ｂ評定ということでございます。 

 （５）の受託機関の事務処理の適正化等ということで、考査指導ですけれど

も、こちらは毎年度計画に従って適切に考査指導がされているということで、

ｂ評定ということでございます。 

 44ページ目の下のほうですけれども、（６）の情報セキュリティということ

で、こちらにつきましては、見込み評価の時点ではａ評定ということでしたけ

れども、今般の期間評価としましては、個人情報保護委員会の指摘を重く受け

とめたというのが一つ。さらに、29年度だけの話ではなくて、マイナンバーの

導入から始まって、情報連携への取り組みとか、システム開発とか、そういっ

たマイナンバーへの対応は26年度頃から行われていたということで、この受け
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とめは中期目標期間を通じたものとならざるを得ないため、期間評価としても

ｃ評定という形で整理させていただいています。それから、指摘事項も書かせ

ていただいております。 

 それから、47ページ目の財務内容の改善です。貸付債権、担保物権等につい

て適切に分類見直し等を行い、担保評価見直し等をされているということでｂ

評定ということです。 

 48ページ目の運営費交付金の必要額の算定ですが、こちらは、算定ルールに

基づいて３％、１％を削減したということで、これもｂ評定ということです。 

 それから、49ページ目の予算です。これも繰り返しになりますが、３％、

１％の削減は達成ということでｂ評定です。 

 50ページ目の予算収支計画等については、法人内で資金が適切に配分されて

きたということでｂ評定ということです。 

 51ページ目の短期借入金は該当なしです。 

 52ページ目の長期借入金の限度額については、基金の自己評価どおり競争入

札を実施して有利な条件で借り入れることができたと期間を通じて言えると思

いますので、評定はｂ評定ということにしております。 

 それから、53ページ目の職員の人事に関する計画です。こちらは新任者研修、

専門研修等を適切に、毎年度計画的に実施されたということでｂ評定としてお

ります。 

 最終の55ページ目の積立金の処分です。こちらも繰り越された積立金等が、

適切に計画どおり決められた経費として充当されたということでｂ評定という

ことでございます。 

 以上です。 

○高田数理官 それでは、29年度業務実績に関する評価も含めて、通した形で

委員のほうから質問等ございましたらお願いします。 

○百瀬委員 事実確認をもう一度お願いしたいんですけれども、基本的にこの

委員会は、この実績報告書に基づいて評価をするわけです。昨年度も多分６月

末、ないしは６月下旬に実績報告書の提出を受けていると思いますが、もし６

月の時点でそういう話があったのであれば、当然ここに記載されていると思う

のですが、記載はされていたんでしょうか。 
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○黒川業務部長 記載されていないと思います。 

○百瀬委員 であれば、我々としては記載されていないものは評価ができない

ので、昨年度に、当然ｂ評価とかｃ評価という評価はできなかったわけですよ

ね。わかりました。 

○高田数理官 ほかに何か。 

○百瀬委員 あと、別のところで、先ほど最後に確認したんですけれども、加

入の格差のところですね。20ページのところですけれども、基金はａ評価で主

務大臣がｂ評価になっていて、先ほどのヒアリングのときにもお聞きしたんで

すが、ほとんどの年度において目標を達成していたし、それから、格差の縮小

という評価だけですると、全ての年度において重点以外の都府県よりも重点都

府県のほうが加入者の伸びがあるので、そういう意味ではａ評価でもいいんで

はないのかなというふうに思ったんですが、いかがでしょうか。 

○佐々木課長補佐 そうですね。もともとのこの項目の目標として格差の縮小

というのがありますので、その格差の縮小が図られたということになりますと、

取り組みは十分であるということで、それはｂ相当なのかなと。格差縮小とい

うこと自体はですね。 

○百瀬委員 でも、毎年度格差は縮小していますよね。重点以外の都府県に比

べて加入者は伸びているので、単純に格差縮小という意味で言えば全て……。 

○高田数理官 格差縮小といったときに、やはり下が上がって格差が縮小しな

いと意味がなくて、上が下がっても格差は縮小するけれども、それはだめなん

ですよね。重点都府県を見ると120％ぐらい、５年のうち４年は達成している

んですけれども、全国を見ると、あと重点以外の都府県を見ると伸びがなくて、

これは重点以外の都府県が下がっているから全国は伸びていないわけで……。 

○百瀬委員 見込みのときは２、２でしたけれども、今回、29年度に入って３、

２になったわけですよね。そう考えれば……。 

○高田数理官 ただ、これ５年間を通して全部を順に掛けると、多分１を切る

んですよね、重点以外の都府県、上から掛け算をすると。全国も掛けていくと、

ほとんど1.0なので、重点で120上がっているのにトータルで伸びていないとい

うのは、ほかのところがやっぱり下がっているところが結構あるということな

ので、目標を上回る成果があったとは言えないと判断をしております。 
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○百瀬委員 でも、先ほど申し上げたように、５年度中３年度は……。 

○高田数理官 評価にあたって、単年度で見たら、29年度分はａ評定にしてい

るんですけれども、５年間ではあまり成果が出ていない。全国で見たときにほ

とんど増加率が１なので。 

○佐々木課長補佐 毎年度、格差縮小しようという目標はあったかと思います

が、格差縮小が達成されれば、それ自体は十分だということでｂ評定になると

考えます。その格差縮小以外に何か、例えば全体的な底上げとか、別の成果に

もっと波及するような、そういった効果みたいなものを見出せればａ評定だっ

たのかなというのはあるんですけれども……。29年度だけでいうと、達成率も

高かったというのもありますし、ほかの府県もそれに牽引されたということが

あったと考えられ、29年度はａ評定かなと思うんですけれども、いかんせん、

26年度とか28年度の実績というのも考慮せざるを得ないこともあって、少し厳

しい評価かもしれませんけれども。 

○百瀬委員 わかりました。 

○高田数理官 そのほかに何かございますでしょうか。 

 特にないようですので、それでは、議事次第最後のその他ということで、今

までの項目に限らず、何かご意見等ございましたら。 

○橋口委員 １つよろしいでしょうか。今回の議題であります平成29年度業務

実績報告に関する評価、それから中間目標期間の業務実績に関する評価という

点からすると、全く筋違いなんで、ちょっと個人的な関心という感じが否めな

いんですけれども、収入保険制度にかかわってのことです。 

 当然農水省での担当も違いますし、局は一緒ですけれども、当然担当すると

ころも違えば全く仕組みも別なんですけれども、担い手農家さんに対する宣伝

というような要素だと、相互に便乗できるような要素もあるんじゃないかなと。

当面の収入所得の安定という点でいうと保険制度ですよ、リタイヤ後の生活の

安定という点でいうと年金制度ですよみたいな、両方、短期的にも中長期的に

も、農水省としてはいろいろ仕組みを考えて、担い手農家さんの支援みたいな

ことを考えていますというようなセットでの宣伝みたいなものが要るんじゃな

いかなと。 

 逆に、現場ではやっぱり農業委員さん、あるいは農地流動化推進委員さんだ
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とか、あるいは共済組合の役員さんだとかＪＡの役員さんというのは、地域で

篤農家と呼ばれるような方々が複数の肩書きというか顔を持っていらっしゃっ

て、ひょっとしてなんですけれども、今年は例えば収入保険制度のほうに現場

が何となく宣伝とかも含めて一生懸命だったので、今年は年金のほうは何か宣

伝が行き届きませんでしたみたいなことも起こり、杞憂であればいいんですけ

れども、何かそういうこともあり得るんじゃないかなと思いまして、今回収入

保険制度が新たにスタートするということに関して、年金の立場から何か考え

得ることというのがあるのかないのか。そのあたり、今日の本当のメーンの議

題からすると全く筋違いだということは承知しているんですけれども、ちょっ

と勉強させていただければなと思うんですけれども。 

○廣田企画調整室長 基金サイドから申し上げますと、収入保険制度の導入が

行われる、それに先だって青色申告しなくちゃいけないんだから、相談会、説

明会が行われる。この対象者の方々は私どもが重点的に取り組むべき人と重な

っていますので、29年度の取り組み方針においても、収入保険制度導入を受け

て様々な取り組みがある中で、そういう機会を捉えて農業者年金のＰＲをして

くださいということを受託機関の皆様に申し上げてまいりました。 

 そして、新しい中期目標期間になりまして、役所のほうから通知文の発出を

いただいていますけれども、そういう中でも若手、新規就農対策とか女性対策

と連携してＰＲを進めてもらうように、農政局を通じて各都道府県にもお知ら

せいただいておりますので、十分かどうかと言われるとちょっと自信がござい

ませんけれども、目配り、気配りをしつつ、そういうことには言及しているつ

もりでございます。 

○橋口委員 そのことを意識して対応を考えていらっしゃるという理解でよろ

しいでしょうか。 

○廣田企画調整室長 はい。現場でどこまでできるかどうかというのは、また

あると思うんですけれども、例えば評価書の中でもご説明いたしましたけれど

も、チラシの配布部数、この５年間の中で３倍になっております。私ども、個

別訪問に行くことはハードルが高いと思うんですけれども、いろいろな会合で

チラシをまくということからまず始めてくださいというふうに、お願いし、実

際にたくさん配布いただいている。収入保険制度の導入に向けてのいろいろな
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会合、相談会、勉強会というところでチラシをまいてもらえるとＰＲが進むの

かなと期待をしているところです。 

○高田数理官 ほかに何か。 

 厚労省さん、何かございますか。 

○内海係長 特にございません。 

○高田数理官 

 それでは、以上で予定しておりました議事については全て終了ということに

させていただきます。 

 本日の議事録につきましては、でき上がり次第、委員の皆様に内容を確認い

ただいた上で、農水のホームページで公開していくということになります。 

 それでは、以上をもちまして農林水産省独立行政法人評価有識者会議農業者

年金基金部会を閉会させていただきます。長時間にわたり貴重なご意見をいた

だきましてありがとうございました。 

                         午後４時４９分 閉会 

 


