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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：令和元年７月２５日（木） 

                 会場：農林水産省経営局第Ａ、Ｂ会議室 

                 時間：１４：００～１６：３０ 

 

 

 

            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 

         ・平成30年度業務実績等報告書について基金からの報告 

         ・質疑応答 

     （２） 主務大臣の評価について 

         ・独立行政法人農業者年金基金の平成30年度に係る業務の

実績に関する評価書（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５６分 開会 

○佐々木課長補佐 それでは、皆さんおそろいのようですので、ただいまより

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開催させていた

だきます。 

 委員の先生方、それから農業者年金基金の役職員の皆様方におかれましては、

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。 

 それでは、本日の出席者をご紹介させていただきます。 

 まず３名の委員の皆様ですけれども、私の右側から、金井委員でございます。 

○金井委員 金井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木課長補佐 その隣、橋口委員でございます。 

○橋口委員 橋口です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木課長補佐 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。 

○佐々木課長補佐 引き続き、農業者年金基金からの出席者のうち、役員をご

紹介いたします。 

 百瀬委員から２番目、西理事長でございます。 

○西理事長 西です。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長補佐 その右隣、樋口理事でございます。 

○樋口理事 樋口です。本日はどうぞよろしくお願いします。 

○佐々木課長補佐 その隣、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。 

○佐々木課長補佐 その隣、小林監事でございます。 

○小林監事 小林です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木課長補佐 その他、本日の出席者につきましては、配席図をお配りし

ていますので、そちらをご覧いただければと思います。 

 では、議事に入らせていただきたいと思います。 

 本日、議事進行をさせていただきます経営政策課の佐々木と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、座って話させていただきます。 

 まず、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。お手
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元に、まず議事次第がございまして、部会委員の名簿、配席図、本日の出席者、

それから配布資料一覧ということで、中身といたしまして、ピンク色のファイ

ルで実績報告書及び自己評価書、参考資料という順でつづられております。そ

れからもう１種類、30年度における運用状況が別冊でお手元にご用意してある

かと思います。それから、主務省の評価結果案もお手元に置かれているかと思

います。 

 それから、委員の皆様方には別途、農水省の評価実施要領、評価基準、中期

目標、中期計画、年度計画もお配りしております。 

 それでは、議事次第にありますとおり、まずは、独立行政法人からのヒアリ

ングといたしまして、農業者年金基金のほうから、平成30年度の業務実績の報

告をいただきまして、その後、質疑応答という流れになります。その後、休憩

を一旦挟みまして、30年度実績に対する主務省評価（案）の説明、質疑という

順に進めていきたいと思っております。 

 本日は昨年度と異なりまして、年度実績だけとなりますので、説明、質疑応

答につきましては、あまり時間を気にせずに余裕を持って進められるかと思っ

ております。 

 なお、本日ご議論いただきました内容につきましては、速記により記録して

おりまして、後日、議事録として公表させていただくことになりますので、ご

了承をお願いいたします。 

 それでは、議事次第に従いまして、まず初めに平成30年度の業務実績等報告

につきまして、農業者年金基金からお願いいたします。 

○折原企画調整室長 農業者年金基金企画調整室長、折原です。 

 私からは、平成30年度の業務実績等報告書について説明します。なお、時間

が限られていますので、説明は極力、簡略化させていただきたいと思います。

座って説明します。 

 まず、４ページから23ページにかけての年度計画ですが、「第１ 国民に対

して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置」についてです。 

 ４ページの「１ 農業者年金事業」の「（１）被保険者資格の適用及び収納

関係業務」ですが、この項目は、手続の迅速化、被保険者資格の適切な管理、
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保険料収納事業の円滑な実施、過大に納付された保険料の迅速かつ確実な還付

の４つの事項について、自己評価を行っています。 

 まず、４ページのアの「手続の迅速化」です。被保険者資格の適用及び保険

料の収納に関する処理決定について、標準処理期間内処理の割合が97％以上と

なっているか、また、その処理状況を毎年度定期的に公表しているかが、評価

のポイントになりますが、標準処理期間内処理の割合は99.87％でした。 

また、処理結果については、翌月に公表するとともに、期間内に処理できな

かった申出書等の原因を把握したことから、ｂ評価としました。 

 次に、６ページのイの「被保険者資格の適切な管理」ですが、農業者年金の

被保険者資格記録と国民年金の被保険者資格記録との突合を行い、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たことから、ｂ評価としま

した。 

 次に、７ページのウの「保険料収納業務の円滑な実施」ですが、保険料の口

座振替が不能となった者のリストを毎月、該当業務受託機関に送付して、該当

者への対応等を依頼するとともに、12回継続した口座振替不能者に対する業務

受託機関による該当者への働きかけを行ったことから、ｂ評価としました。 

 最後に、７ページから８ページのエの「過大に納付された保険料の迅速かつ

確実な還付」ですが、保険料納付後、資格の変更や保険料額の変更等により発

生した過大納付の保険料については、発生後、速やかに被保険者等に請求書を

送付するとともに、１週間以内に還付処理を行ったことから、ｂ評価としまし

た。 

 以上の４事項を統括し、４ページの１の（１）については、ｂ評価としまし

た。 

 続いて、８ページの「（２）年金等の給付業務」です。 

 この項目は、手続の迅速化、年金の受給漏れの防止、受給資格のある者への

適切な年金給付の３つの事項について、自己評価を行っています。 

 まず、８ページのアの「手続の迅速化」です。年金及び死亡一時金の給付

に係る裁定について、標準処理期間内処理の割合が98％以上となっているか、

また、その処理状況の調査結果を計画どおり公表しているかが、評価のポイ

ントとなりますが、標準処理期間内処理の割合は98.08％でした。 
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 また、処理状況の調査結果については、翌月に公表するとともに、期間内

に処理できなかった申出書等の原因を把握したことから、ｂ評価としました。 

 次に、９ページから10ページのイの「年金の受給漏れの防止」ですが、受

給権が発生する者等に対し、65歳の誕生日となる１カ月前に裁定請求書の提

出を働きかけたことから、ｂ評価としました。 

 続いて、10ページから11ページのウの「受給資格のある者への適切な年金

給付」ですが、受給権者に対する現況届の送付と確認、国民年金の受給権者

情報の確認、経営移譲年金等受給権者と経営所得安定対策等交付金申請者と

の突合を行い、受給資格のある者への適切な年金給付に努めたことから、ｂ

評価としました。 

 以上の３事項を統括し、８ページの１の（２）については、ｂ評価としま

した。 

 続いて、12ページの「（３）情報システム管理業務」です。 

 農業者年金記録管理システムの改修等について、必要性と緊要度の高いも

のから計画的に取組を進め、電子情報ネットワークの利用による諸手続等の

利便性の向上に努めるとともに、新元号の改正に伴うシステム改修に計画的

に取り組んだことから、ｂ評価としました。 

 以上の（１）から（３）を項目とする４ページの「農業者年金事業」の評

価は、Ｂとしました。 

 続いて、13ページの「２ 年金資産の安全かつ効率的な運用」です。 

 この項目は、基本方針に基づく安全かつ効率的な運用、資金運用委員会等

によるモニタリング、政策アセットミクスの検証・見直し、運用の透明性の

確保、スチュワードシップ活動の実施の５つの事項について、自己評価を行

っています。 

 まず、13ページから14ページの「（１）基本方針に基づく安全かつ効率的な

運用」ですが、主務大臣の認可をいただいた「年金給付等準備金運用の基本方

針」に基づき、年金資産の安全かつ効率的な運用を行ったことから、ｂ評価と

しました。 

 また、14ページの「（２）資金運用委員会等によるモニタリング」ですが、

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
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価・分析等を行うとともに、四半期ごとのモニタリングにより資産の構成割合

を確認したことから、ｂ評価としました。 

 次に、14ページから15ページの「（３）政策アセットミクスの検証・見直

し」ですが、資金運用委員会において年金資産の構成割合の検証を行ったこと

から、ｂ評価としました。 

 続いて、15ページの「（４）運用の透明性の確保」ですが、年金資産の運用

状況等を四半期ごとにホームページで公表するとともに、運用結果を加入者に

対して６月末までに通知したことに加え、年金給付等準備金運用の基本方針、

資金運用委員会の議事内容等についてもホームページで公表したことから、ｂ

評価としました。 

 最後に、16ページの「（５）スチュワードシップ活動の実施」ですが、平成

26年９月に策定し、平成29年11月に改定された「スチュワードシップ責任を果

たすための方針」に基づき、スチュワードシップ活動を実施し、その活動状況

等をホームページで公表したことから、ｂ評価としました。 

 以上の（１）から（５）の事項から成る13ページの「年金資産の安全かつ効

率的な運用」の評価は、Ｂとしました。 

 続いて、18ページの「３ 農業者年金制度の普及推進及び情報提供の充実」

です。 

 この項目は、政策支援の対象となる若い農業者の加入の拡大、女性農業者

の加入の拡大、加入推進活動の実施、加入推進活動の効果検証、ホームペー

ジ等による情報の提供の５つの事項について、自己評価を行っています。 

 まず、18ページの「（１）政策支援の対象となる若い農業者の加入の拡大」

です。評価のポイントは、20歳から39歳までの基幹的農業従事者に対する農業

者年金の被保険者の割合を平成29年度末から１ポイント増加させるか、又は

21％に拡大したかにあります。この業務実績等報告書を提出した時点での平成

30年度の推計値は20.8％で、増加すべきポイント１に対して実績は0.8ポイン

トとなり、目標を0.2ポイント下回ると推計されました。 

このことを踏まえ、新規加入者が前年度に比較して減少した要因について、

各受託機関に対する調査を行ったところ、年度計画策定時には予期しなかった

地震、台風、豪雨等の自然災害に伴う外部要因が影響していることが推察され
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ました。 

 このような状況を勘案し、数値目標の達成水準としては、推計値ベースでは

ｃ評価相当ですが、ｂ評価としました。 

 なお、この業務実績等報告書を提出した後に公表されました平成31年２月時

点の農業構造動態調査結果を用いて平成30年度末の割合を求めて計算したとこ

ろ21.2％となり、推計値を0.4ポイント上回った結果、21％という目標を0.2ポ

イント上回りました。 

 続いて、19ページの「（２）女性農業者の加入の拡大」ですが、評価のポイ

ントは、女性の基幹的農業従事者に対する農業者年金の被保険者の割合を平成

29年度末、年度計画策定時の推計値は8.8％となりますが、これから1.6ポイン

ト増加させるか、又は10.4％に拡大したかにあります。 

 この業務実績等報告書を提出した時点での平成30年度の推計値は10.6％で、

平成29年度の確定値9.3％から1.3％増加となり、1.6ポイントの目標を0.3ポイ

ント下回りましたが、平成30年度計画で示された10.4％の目標を0.2ポイント

上回っていることから、ｂ評価としました。 

なお、こちらについても平成31年２月時点の農業構造動態調査結果を用いて

平成30年度末の割合を求めて計算したところ10.5％となり、推計値を0.1ポイ

ント下回りましたが、10.4％の目標を0.1ポイント上回る結果となりました。 

 続いて、20ページから21ページの「（３）加入推進活動の実施」です。 

 新たな中期目標を踏まえた加入推進活動の指針として「平成30年度における

農業者年金加入推進の取組方針」を平成30年４月１日付けで各業務受託機関に

発出するとともに、加入推進特別研修会を通じて、全国46会場で制度の理解の

増進と加入推進活動の活性化に取り組みました。 

また、都道府県間の加入推進目標の達成状況に係る格差を是正するため、加

入実績が低調な10県を重点都府県として、その中からさらに２県を特別重点都

府県として、それぞれ指定し、特別活動を展開しました。 

具体的には、重点都府県では、市町村・ＪＡ巡回意見交換会を65回開催する

とともに、特別重点都府県では、市町村・ＪＡ巡回意見交換会に加え、関係機

関との協議により特別重点活動計画を策定し、そのフォローアップを行いまし

た。 
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 こうした取組の結果、新規加入者数の対前年度比は、重点都府県では108％

となり、重点以外の都府県の90％を120％上回るとともに、２県が次年度の重

点都府県から外れる成果が得られたこと等を踏まえ、ａ評価としました。 

 次に、22ページから23ページの「（５）ホームページ等による情報の提供」

です。 

 若い農業者向け、女性農業者向け等の各種のリーフレット等を作成し、農業

者や業務受託機関に提供するとともに、ホームページ等を通じて、加入者・受

給者の声の紹介、新規加入状況等を発信しました。 

 また、ホームページについては、全ての国民が必要な情報にアクセスできる

よう、全ホームページに対するウェブアクセシビリティの点検を行い、改善を

図りました。 

 さらに、若い農業者や女性農業者を対象とするメールマガジンを活用すると

ともに、これらの者に対するＰＲの機会を増やし、制度の周知に努めたことか

ら、ｂ評価としました。 

 以上の（１）から（５）の事項から成る18ページの「農業者年金制度の普及

推進及び情報提供の充実」の評価は、Ｂとしました。 

 続いて、24ページから34ページにかけての「第２ 業務運営の効率化に関す

る目標を達成するためとるべき措置」についてご説明します。 

 まず、24ページから25ページの「１ 業務改善の推進」ですが、業務改善に

向けた工程表に基づく進捗管理を行い、マイナンバーを利用した業務改善の検

討や次期システムの構築に向けた改善点の検討等を行うとともに、グループウ

ェアを導入し、事務の簡素化・効率化を図ったことから、ｂ評価としました。 

 続いて、26ページから28ページの「２ 電子化の推進」ですが、この項目は、

農業者年金記録管理システムの利用促進とマイナンバーによる情報連携の２つ

の事項について、自己評価を行っています。 

 まず、27ページの「（１）農業者年金記録管理システムの利用促進」ですが、

都道府県業務担当者会議において「システム普及拡大取組方針」の周知を図る

とともに、市町村受託機関が参加するシステム研修会におけるシステム利用の

働きかけを行った結果、システムを利用した届出書の作成割合は、農業委員会、

農業協同組合ともに昨年度実績を上回ったことから、ｂ評価としました。 
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 また、27ページから28ページの「（２）マイナンバーによる情報連携」です

が、平成30年４月の新規加入者からマイナンバーを利用した政策支援加入申出

者の税情報の照会を開始しており、業務手順の見直しを行いながら、着実に実

施していることから、ｂ評価としました。 

 以上の（１）及び（２）の事項から成る26ページの「電子化の推進」の評価

は、Ｂとしました。 

 次に、29ページから31ページの「３ 運営経費の抑制」ですが、この項目は、

一般管理費及び事業費の削減と給与水準の適正化の２つの事項について、自己

評価を行っています。 

 まず、29ページから30ページの「（１）一般管理費及び事業費の削減」です。

効率化除外経費を除く一般管理費については、対前年度比で３％以上の削減を

行うという目標が設定されていますが、平成30年度の算定方法に合わせて平成

29年度予算額を補正して計算した結果、平成30年度における一般管理費は、対

前年度比で4.5％の削減となることから、ｂ評価としました。 

 また、事業費については、対前年度比で１％以上の削減を行うという目標が

設定されていますが、平成30年度における事業費は、対前年度比で1.1％の削

減となることから、ｂ評価としました。 

 さらに、30ページから31ページの「（２）給与水準の適正化」ですが、国家

公務員の給与改定状況を踏まえた給与規程の見直しを行うとともに、ラスパイ

レス指数、役員報酬及び職員給与水準の妥当性の検証結果等をホームページで

公表するとしておりますが、令和元年６月28日に公表したことから、ｂ評価と

しました。 

 以上の（１）及び（２）から成る29ページの「運営経費の抑制」の評価は、

Ｂとしました。 

 続いて、32ページの「４ 調達の合理化」ですが、調達等合理化計画に基づ

き、競争参加者増加のための取組を行った結果、随意契約等の件数が同計画に

掲げる目標の範囲内となったことから、ｂ評価としました。 

 次に、33ページから34ページの「５ 組織体制の整備等」は、組織体制の整

備と働き方改革の推進の２つの事項について自己評価を行っています。 

 まず、33ページの「（１）組織体制の整備」ですが、組織体制と運営に関
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する継続的な点検を行い、組織体制と人員配置の見直しを行ったことから、

ｂ評価としました。 

 また、33ページから34ページの「（２）働き方改革の推進」ですが、超過

勤務の縮減、ワークライフバランスの改善に向けた規程等の改正、専門研修

の実施や職員各自の研修会等の受講等に取り組んだことから、ｂ評価としま

した。 

 以上の（１）及び（２）の事項から成る33ページの「組織体制の整備等」

の評価は、Ｂとしました。 

 続いて、35ページから37ページにかけての「第３ 財務内容の改善に関する

事項」についてです。 

 この項目では、業務の効率化を反映した予算の策定と遵守、決算情報・セグ

メント情報の開示、業務達成基準に基づく会計処理の適切な実施、貸付金債権

等の適切な管理等、長期借入金の適切な実施の５つの事項について、自己評価

を行っています。 

 まず、35ページの「（１）業務の効率化を反映した予算の策定と遵守」で

すが、業務の効率化に関する事項を踏まえた平成30年度計画の予算を作成し、

運営を行ったことから、ｂ評価としました。 

 続いて、同ページの「（２）決算情報・セグメント情報の開示」ですが、

平成30年度決算においてセグメント情報を整理し、速やかにホームページで

公表する予定であることから、ｂ評価としました。 

 次に、36ページの「（３）業務達成基準に基づく会計処理の適切な実施」

ですが、収益化単位の業務ごとに平成30年度予算の配分を適切に行ったこと

から、ｂ評価としました。 

 続いて、同ページの「（４）貸付金債権等の適切な管理等」ですが、全て

の債権の分類を見直した上で適切な管理・回収を実施するとともに、担保物

件の評価の見直しを行ったことから、ｂ評価としました。 

 最後に、37ページの「（５）長期借入金の適切な実施」ですが、市中金利

情勢等を考慮し、入札参加者の招へい活動を丁寧に行うとともに、期間１年

未満の借入を導入する等の借入期間の調整や借入金額の平準化を図ることに

よって、借入利率を0.000％に抑制できたことから、ａ評価としました。 
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 以上の（１）から（５）の事項から成る35ページの「財務内容の改善に関

する事項」の評価は、Ｂとしました。 

 続いて、38ページから39ページの「第４ 予算、収支計画及び資金計画」に

ついては、29ページから30ページにかけての「一般管理費及び事業費の削減」

で説明したとおり、それぞれ削減目標を達成するとともに、予算、収支計画、

資金計画に基づき、法人運営における資金の配分を行ったことから、ｂ評価と

しました。 

 また、40ページの「第５ 短期借入金の限度額」については、実績がありま

せんでしたので、評価していません。 

 続いて、41ページから54ページにかけての「第６ その他主務省令で定める

業務運営に関する事項」についてです。 

 41ページから42ページの「１ 職員の人事に関する計画」ですが、この項

目は、方針と人員に関する指標の２つの事項について、自己評価を行ってい

ます。 

 まず、41ページの「（１）方針」については、新任者研修や専門研修等を

実施して人材の育成を図るとともに、ヒアリング等を行い業務量に応じた適

切な人員配置を行ったことから、ｂ評価としました。 

 また、42ページの「（２）人員に関する指標」については、平成30年度末

の常勤職員数が74人を下回る72人であることから、ｂ評価としました。 

 以上の（１）及び（２）の事項から成る41ページの「職員の人事に関する

計画」の評価は、Ｂとしました。 

 続いて、43ページの「２ 積立金の処分に関する事項」ですが、前期中期

目標期間から繰り越した貸付金等債権が当期に償還されたことによる現預金

３億9,000万円について、計画どおり、旧年金給付費の支払い等の一部に充

当したことから、Ｂ評価としました。 

 次に、45ページから47ページにかけての「３ 内部統制の充実・強化」に

ついてです。 

 この項目は、経営管理会議による内部統制の充実・強化、コンプライアン

スの推進、リスク管理の徹底、内部監査の４つの事項について、自己評価を

行っています。 
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 まず、45ページから46ページの「（１）経営管理会議による内部統制の充

実・強化」ですが、理事長が基金役職員の行動指針を見直し、役職員への周

知を図るとともに、経営管理会議を通じた内部統制の取組状況の把握とその

徹底に向けたモニタリングを行ったことから、ｂ評価としました。 

 続いて、46ページの「（２）コンプライアンスの推進」ですが、コンプラ

イアンス委員会を開催し、計画的な取組状況を報告するとともに、コンプラ

イアンス研修を実施したほか、コンプライアンス推進の取組状況をホームペ

ージで公表したことから、ｂ評価としました。 

 また、同ページから47ページの「（３）リスク管理の徹底」ですが、上半

期と下半期にリスク管理委員会を開催し、リスク管理マニュアルの見直し等

を行うとともに、経営管理会議においてモニタリングを行ったことから、ｂ

評価としました。 

 最後に、47ページの「（４）内部監査」ですが、内部監査規程に基づき内

部監査年度計画を作成し、その計画に従って内部監査を適正に実施したこと

から、ｂ評価としました。 

 以上の（１）から（４）の事項から成る45ページの「内部統制の充実・強

化」の評価は、Ｂとしました。 

 次に、48ページから50ページにかけての「４ 情報セキュリティ対策及び

個人情報保護の強化・徹底」についてです。 

 この項目は、情報セキュリティ対策の推進、個人情報保護対策の推進、研

修等の実施の３つの事項について、自己評価を行っています。 

 まず、48ページから49ページの「（１）情報セキュリティ対策の推進」で

すが、情報セキュリティ委員会を開催し、情報セキュリティポリシーの一部

見直し等を行うとともに、自己点検を通じた情報セキュリティ意識の向上を

図ったほか、情報セキュリティインシデント対応訓練に取り組んだことから、

ｂ評価としました。 

 続いて、49ページの「（２）個人情報保護対策の推進」ですが、個人情報

保護管理委員会を開催し、個人情報保護対策の実施状況等の点検を行うとと

もに、個人情報監査結果を踏まえた関係規程の見直しを行うこととしている

ほか、特定個人情報保護評価書に記載されたリスク対策の点検を行ったこと
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から、ｂ評価としました。 

 最後に、50ページの「（３）研修等の実施」ですが、情報セキュリティ対

策等に関する各種の研修や標的型攻撃メールに対する訓練を実施したことか

ら、ｂ評価としました。 

 以上の（１）から（３）の事項から成る48ページの「情報セキュリティ対

策及び個人情報保護の強化・徹底」の評価は、Ｂとしました。 

 次に、51ページの「５ 情報公開の推進」ですが、役員の報酬等や職員の

給与水準等の必要な情報をホームページで適切に情報公開したことから、Ｂ

評価としました。 

 続いて、52ページから54ページの「６ 業務運営能力の向上等」について

です。 

 この項目は、研修の充実と委託業務の質の向上の２つの事項について、自

己評価を行っています。 

 まず、52ページから53ページの「（１）研修の充実」ですが、研修実施計

画に基づき新任者研修等を行い、研修終了後に理解度テストを実施するとと

もに、都道府県業務受託機関の担当者に対する研修会等を実施し、制度の理

解の向上に努めたことから、ｂ評価としました。 

 続いて、53ページから54ページの「（２）委託業務の質の向上」ですが、

業務受託機関を対象とした定例考査指導を考査指導実施計画に基づき計画

的・効率的に実施したことから、ｂ評価としました。 

 以上の（１）及び（２）の事項から成る52ページの「業務運営能力の向上

等」の評価は、Ｂとしました。 

 以上で説明を終わります。 

○佐々木課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、ご報告いただきました30年度の業務実績、それから自己評価につ

きまして、監事からご意見等ございましたらお願いいたします。 

○小島監事 特段ございません。 

○佐々木課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、業務実績につきまして質疑応答に入らせていただきたいと思いま

す。委員の皆様、どなたからでも結構ですので、ご質問等、ご意見等ございま
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したらお願いいたします。 

○百瀬委員 順番は特に問わないですか。 

○佐々木課長補佐 問わないです。 

○百瀬委員 ２つございまして、まず、13ページのところです。 

 年度計画のところの年金資産の安全かつ効率的な運用の一番下のところに、

「原則として、各資産の収益率とその資産のベンチマーク収益率との乖離を一

定の範囲内に収めるよう努力します」と書かれております。 

 トータルでの運用結果は複合ベンチマーク収益率を上回っていたかと思いま

すが、30年度について、資産によっては、その収益率とベンチマーク収益率が

乖離しているように見えます。乖離していた場合、どの程度乖離していたのか

ということと、その乖離が生じた理由についてお聞きしたいというのが１点目

になります。 

 質問は分けたほうがいいですか。 

○佐々木課長補佐 では、ご質問は１点づつお願いいたします。 

○西理事長 １点ずつ、はい。詳細な数字は資金部長から説明しますが、基本

的に若干のぶれが起きるというのは、例えば、期中において、昨年のようにヘ

ッジなし外債からヘッジ付き外債に変えたりすると、そのタイミングによって

は、パフォーマンスに影響があるということと、あとは、全てのアセットアロ

ケーションにおいて、例えば、株式であればプラスマイナス４％の乖離許容幅

があって、それが政策アセットミックスでの一番大きなオペレーションになり

ますが、プラス４％になった時はそれを売って、マイナス４％になった時は買

ってというような、若干のオペレーションが入ります。これが政策アセットミ

ックスであり、なかなか個人の方がやろうと思ってもコストがかかってできな

いため、基金の運用における一つの大きなメリットになっていて、マーケット

の状況にもよりますが、その点からも影響があると思います。 

 少し細かい数字は資金部長から。 

○原田資金部長 はい。資金部長の原田です。私から細かい数字について説明

いたします。 

 ４資産のうち国内債券については、基金は1.91％、ベンチマークは1.89％で

あり、プラス0.02％となりました。基金の運用は、４資産ともパッシブ運用の
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ため、基本的にベンチマークと大きくは変わりませんが、国内債券については

ほぼベンチマーク並みということです。 

 次に、国内株式についてですが、こちらは今、理事長の西からも期中で運用

が変わることの話がありましたが、４月の途中で運用委託先を変えています。

変更後に、変更前に運用していたものの配当が入ったという今年度だけの特殊

要因もあり、基金はマイナス4.39％、ベンチマークはマイナス5.04％であり、

プラス0.65％となりました。 

 次に、外国債券についても、西から説明がありましたが、今のベンチマーク

がヘッジ付きであるのに対し、４月の半ばの運用委託先変更まではヘッジなし

運用しています。結果、年度当初が円安方向だったということもあり、基金は

3.29％、ベンチマークは1.82％であり、プラス1.47％となりました。 

 最後に、外国株式については、ベンチマークは基本的に税引き前で、基金は

基本的に税引き後ということもありまして、基金は9.81％、ベンチマークは

10.14％であり、マイナス0.33％となりました。 

 各資産のベンチマークとの乖離については以上です。 

○百瀬委員 ありがとうございました。 

 もう１点なんですが、７ページのところです。７ページの一番下の左から２

列目の一番下に、「業務受託機関に定期的に口座振替停止者のリストを送付し、

業務委託機関からも働きかけがなされるようにする」と書いてあります。 

 これに関してですが、つい先日、日本年金機構のデータ紛失の事件がござい

ました。あれは外部の業者とのやりとりの中でＤＶＤを紛失してしまったと。

ただ、ＤＶＤは特定のパソコンでしか閲覧できないので、流出というか、漏え

いはなかったというようなことだったと思います。農業者年金基金の場合、農

協さん等に業務委託をしている形になっているので、当然、このように口座振

替がとまっている人のリストを送ったりとか、あるいは農協さんから個人情報

を含んだデータが送られてくるということがあると思います。その個人情報の

やりとりというのをどういう形でやっているのでしょうか。例えばＤＶＤに記

録して送付しているのでしょうか。あるいはオンラインのシステムでやりとり

しているのでしょうか。万が一、そのデータを紛失してしまったときに、流出

しないような、ストッパーがかかっているかどうかというのも確認させてくだ
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さい。 

○佐々木課長補佐 樋口理事からお願いします。 

○樋口理事 基本的には、申し込まれる方が紙で出しているので、それが業務

受託機関であるＪＡや農業委員会、そして基金に送られてきて処理をしていま

すが、個人情報の取扱いについては、例えば、鍵のかかるロッカー等で保管す

るような形で、個人情報の漏えい等が発生しないように各業務受託機関におい

て適切な管理をした上で送付されていると思います。 

基金では、個人情報の取扱いについて、セキュリティポリシー等を定め、そ

れに従い、事務処理を行っています。 

 また、得られた個人情報を暗号化し、国のシステム等と照会をする情報連携

も行っていますが、こちらについても、ファイアウォール等のセキュリティ対

策により、個人情報の漏えいが発生しないような仕組みをとっているとともに、

情報セキュリティ監査も受けていることから、適切に個人情報の取扱いができ

ていると思います。 

○百瀬委員 あまりにも厳しくして、それで業務が滞ってしまえば本末転倒な

んですけれども、例えば農協さんがちゃんとその鍵のついたロッカーに入れて

いるかどうかというのは、その確認はどうやってしているのでしょうか。それ

は農協さんを信頼してという形ですか。 

○樋口理事 先般、業務受託機関が個人情報をどのように保管しているかの調

査を行ったところ、若干ではありますが、適切に保管がされていない業務受託

機関があり、そのようなところに対しては指導を行っているところです。 

○百瀬委員 紙ベースでやりとりするのと、電子ベースでやりとりするのと、

セキュリティの面ではどちらが高いとお考えですか。つまり、電子ベースでの

利用率は上がってはいますけれども、30％ぐらいだったと思います。残りの

70％は、要するに紙でやりとりしているということですね。 

○樋口理事 電子ベースでシステムに登録をすることは可能ですが、届出書等

の他に確認書類等が必要となるので、今は紙で送付いただく仕組みになってい

ます。今後、国等との情報連携が進み、必要な情報を入手できるようになれば、

戸籍謄本等の確認書類の添付がは不要となり、電子ベースでのやりとりにより、

個人情報の漏えいを防ぐことに繋がるのではないかと思います。 
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○百瀬委員 わかりました。ありがとうございます。 

○西理事長 基金から農協や農業委員会に大量なデータの個人情報を渡すこと

は、あまり事務のフロー上なく、例えば、毎月の口座引き落としの情報を基金

から農林中央金庫にＤＶＤで適切に管理しているものを渡しています。物理的

にそれが盗まれたり、もっとあり得るとしたら、今、いわゆるスパムメールと

か、要するにシステムに対する侵入をはじかないといけないといけません。そ

の点については、情報管理課でログをチェックするようにしたり、あるいは毎

日パソコンを起動する時に、先ほど説明しました基金役職員の行動指針を画面

上に表示したり、毎日、同じものだとみんな慣れてしまうので、テーマを変え

て、スパムメールや情報漏えいに対する注意事項であるとか、実務事項の周知

についても職員に行っています。 

また、業務受託機関の数が多いので、今、樋口理事が説明したような調査に

より、気になったところには個別に考査指導を行い、少しずつ対策を進めてい

るというのが今の状態です。ここは、それでマインドを引き上げていくしかな

いと思います。 

○樋口理事 １つだけ。例の外部委託の話ですが、基本的に入力等については、

基金の職員が行っていますので、外部の業者に個人情報を渡して入力してもら

うような委託はしていません。 

○百瀬委員 農協さんとかも… 

○樋口理事 農協もデータを取り扱いますが、それはシステム上で管理されま

すし、作業等を外部の業者に委託するということはしていません。 

○佐々木課長補佐 ほかにございますか。では、金井委員。 

○金井委員 私は３点、お願いします。 

 まず、１点目は16ページ、スチュワードシップ活動のことでお聞きしたいん

ですけれども、基金さんは運用の委託の機関を通じての実施になるかと思いま

すけれども、委託機関に対しての対話、エンゲージメントや議決権行使の状況

の報告などについて、どのような頻度で、どのような、相手方はどういう方が

出てこられるかとか、こちら側はどの部署の方が、または理事長様が対応され

るとか、そういったことをお聞きしたいのが１点です。 

○西理事長 今、みずほ信託銀行が受託していて、１社受託になりますが、み



18 

 

ずほ信託銀行の場合は、運用機能をアセットマネジメントOneという会社に委託

しているので、スチュワードシップ活動、特にエンゲージメント活動になりま

すと、実際に活動を行っているのは、アセットマネジメントOneになります。み

ずほ信託銀行は、運用実績の報告時に、スチュワードシップ活動の報告も必ず

持ってくることになっていまして、その時には、当然、私は出席しますが、そ

の他にＣＩＯの理事と原田資金部長以下、運用関係の職員全員が出席します。

先方に対しては、そうしたみずほ信託銀行とアセットマネジメントOneの運営体

制があるので、必ず、実際にエンゲージメントのスチュワードシップを担当し

ている方に出席してもらえるようにお願いをしているので、先方は、みずほ信

託銀行の運用担当と基金のアカウントを担当する法人の責任者、それと、アセ

ットマネジメントOneからは基金の資金を運用しているファンドマネジャーとス

チュワードシップコードを実践する責任投資部の担当者に出席していただいて

ます。タイミングによって出席される方は違いますが、一般的な話をする時に

は、担当者が出席され、特に総会シーズンが終わった議決権行使後には、エン

ゲージメントをやっているトップが実際に説明に来られています。ＧＰＩＦは

ＰＲＩに入られて、150兆円を運営をされていて、インベストメントチェーン

の中で大きな役割を果たすということですが、基金はそのような規模ではない

ので、やはりその運用機関であるみずほ信託銀行にしっかりやってもらわない

といけない。アセットマネジメントOneの議決権の行使、さらにエンゲージメン

ト活動に対するテーマのとり方ですね。これをどういう観点でとって、実際に、

具体的にどういう成果があらわれているのかというのを、そのエンゲージメン

トをやっている直接の担当者から聞いています。 

 議決権行使に関しては、外国株についても、日本株についても全て議決権行

使をしてもらうため、利益相反の問題が生じます。やはり、みずほですから、

みずほグループに対しての議決権行使がどうであるとか、色々な問題が出るの

で、その利益相反のあるものについては必ず外部委託先を使うということで、

ＩＳＳというアメリカの助言行使機関を使って、みずほサイドの意思が入らな

いような体制を作っています。責任投資のあり方をみずほがきちっと組織をつ

くって、毎回、それに従ってやっているかを基金がチェックをしています。最

近は、エンゲージメントをやる中でも、色々なガバナンスの問題であるとか
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（昨今でいえば、日産の取締役の選任の件など）、それ以上にＥＳＧ的な活動

をきっちりとしたエンゲージメントをやってくれているのか、企業と対話して

くれているのかということを相当注力してやってもらうように基金からも言っ

ています。 

基金は、運用機関としてみずほ信託銀行を選んでいるわけですが、その１つ

の大きな要素として、このスチュワードシップのあり方を、そのクオリティを

評価して基金は委託しているわけですので、それがしっかりとできているかを

チェックしています。 

私が出席するのは半期に１回ですが、資金部長以下、運用関係の職員はもっ

と頻繁に出席しています。 

○原田資金部長 運用結果については、四半期ごとに聞いています。その他に

必要が生じればもちろん聞きますし、公表に関しましては年１回で、これは議

決権行使の時期が会社によって違いますが、おおむね年１回で大体まとまりま

すので、年１回の報告になります。 

○金井委員 よくわかりました。２番目のご質問です。20ページ、加入推進活

動の実施のところで、自己評価ａ評定、ここのところなんですけれども、いろ

いろな努力をされていて、積極的に進めておられるというご説明の後に、「な

お」の下で、達成状況についての記述が、81.8％、69.4％、78.1％とあります

が、これは目標の数値と比較して、目標が100として、実際は今のところはこ

のぐらいだったということなんですね。それで、その目標と実際の結果との兼

ね合いというか、そのことをもう少し説明していただければありがたいんです

が。 

○樋口理事 20ページに書いてありますとおり、農業委員会組織とＪＡ組織が

設定した年間全体で3,800人という目標の数字になっていまして、それに対す

る平成30年度の加入者数で割ると８割弱という数字にはななりまして、そうい

う意味では目標よりは低い水準にありますが、各都道府県、それから各市町村

においては、それぞれ意欲的に目標を設定しております。少し細かい話になり

ますが、各県に振り分ける市町村数が目標より多くなると、ある市町村は０と

いう数字になってしまうので、全市町村１人ずつとなるよう目標を立てると、

基金で立てている数字よりも多い目標を各都道府県では取り組んでいるケース
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が多くなります。例えば、30人の目標に対して、その都道府県内の市町村が40

あるとすると、目標が０のところが出てきてしまいます。そのようなことにな

らないように、その県域の目標は高くしていますので、その高い目標に取り組

んでいただき、その結果、昨年ですと基金が立てる目標を上回っている県が４

県、５県ぐらいあります。 

 もう一つ、120％の話ですが、先ほども申しましたように、年によっても上

下することもあり、ある年にすごく頑張ると、翌年は少なくなるというような

もあって、あるいは担当者が変わると、若干、停滞してしまう県もあるもので、

そういう県に、是非、力を入れてやりましょうと呼びかけて、重点県と特別重

点県の指定をしています。このような仕組みを各都道府県に活用してもらい、

市町村ごとに丁寧な推進活動をしてもらうことで、昨年ですと、このような取

組をした重点県は、その前の年よりも高い成果を上げることができた結果、そ

の数字が120％となり、ａ評価としました。 

○折原企画調整室長 少し補足いたします。都道府県別の新規加入者に関する

目標についてですが、まず、ご理解いただきたいのは、中期目標で示された目

標数値は、あくまでも20歳以上39歳以下の基幹的農業従事者に対する被保険者

の割合を、平成29年度末の20％から令和４年度の25％まで拡大することと、女

性の基幹的農業従事者に対する被保険者の割合を、平成29年度の8.8％から令

和４年度末の17％まで拡大するというものです。 

しかし、これだけでは、現場で目指すべき具体像が明確でないことから農業

委員会系統組織と農協系統組織と連携して、毎年、取り組むべき具体的な目標

数字で示したものです。 

具体的には、加入者累計13万人を早期達成しようという３カ年計画をつくっ

て、その３カ年の目標を各都道府県に配分したものです。参考資料の93ページ

に載っていますが、平成30年度における全体の新規加入者数の目標である

3,800人となります。結果的に、これに対する達成率は81.8％ということで、

100％にならなかったということです。 

 しかし、参考資料の93ページ以降に、都道府県別の数字が出ていますけれど

も、北海道、長野県、長崎県、山口県、佐賀県は目標を達成しています。この

ように、都道府県別の新規加入者に関する目標は、中期目標において設定され
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ているわけではありませんが、農業委員会系統組織と農協系統組織が一緒にな

って、加入推進の運動として展開していく目標としては、意味はあると思いま

す。 

 基金がａ評価としたのは、加入推進活動が低調な重点県と特別重点県に対し

て、重点的に指導するということによって、他県との格差の平準化を図る取組

ですが、平成30年度の成果で見る重点県と特別重点県における新規加入者数の

対前年度比がその他の地域の対前年度比の120％となったことから、評価基準

に基づき、ａ評価にしたところです。 

 繰り返しになりますが、あくまで中期目標における数値の目標は、若い農業

者を令和４年度までに25％まで拡大させることと、女性農業者を令和４年度ま

でに17％まで拡大させるというものです。 

○金井委員 中期目標では数値目標として3,800というのはないのでしょうか。 

○折原企画調整室長 第４期中期目標において、目標人数は載っていません。

ですので、それは農業委員会系統組織とＪＡ系統組織の努力目標として、参考

資料に掲載しています。 

○金井委員 参考資料。 

○折原企画調整室長 そうです。 

○西理事長 結局、加入推進をやろうとしても、例えば、女性農業者の目標で

あれば8.8の２倍の17％で、年度ごとに1.6％ずつだと言っても、何をやればい

いのかという話になるので、具体的な目標人数を設定しています。 

○折原企画調整室長 この都道府県別の新規加入者に関する目標は、今期中期

目標だけではなくて、前期の第３期中期目標においても設定されています。 

○金井委員 推進の指標ですね。 

○折原企画調整室長 ええ、そうです。 

○西理事長 正式な目標で見るとこの比率になっていて、基金がその比率を達

成するために、目標の手法として個別の人数を使っているわけです。そうする

と人数になると、ここの120％という数字は、今、折原室長が説明したとおり

ですが、個別の人数に展開すると、先ほど、樋口理事から説明したように、要

するに０のところを外したりするので、個別県での設定と全体の数値の間でイ

コールにはならないので、全部を足した数字は必ずしも100にならないという、
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少しわかりにくい感じになっています。 

○折原企画調整室長 中期目標の数値の達成状況は（１）と（２）を見てくだ

さい。 

○佐々木課長補佐 中期目標の項目が「農業者年金制度普及推進及び情報提供

の充実」というページです。 

○金井委員 18ページでしょうか。 

○佐々木課長補佐 はい、そこの（１）が若い農業者の加入の拡大で、指標に

ついては、目標期間終了時までに20歳以上39歳の基幹的農業従事者に対する被

保険者の割合を25％に拡大するとなっています。年度当初は約20％ですけれど

も、毎年１ポイントずつ上げていって、ストックベースで25％まで引き上げま

しょうというのが中期目標上の割合目標で、実人数ベースではなくて、割合で

示しております。（２）の女性農業者の加入拡大は、分母が女性の基幹的農業

者で、それに対する年金の女性の被保険者、これは年齢で分けていませんので、

1.6ポイントずつ上げて全年齢で17％まで拡大していくという目標にしており

ます。 

○西理事長 割合、分母は基幹的農業従事者。 

○佐々木課長補佐 はい、主に農業を仕事とする者です。 

○金井委員 メーンで。 

○佐々木課長補佐 ええ、そうです。家でいうと専業農家的な家で、ふだん仕

事として農業をする属人的に見た対象です。 

○金井委員 ご説明の中にたしか何か統計上の数字が、これをつくったときと、

その後と変わったとか、別にこう。 

○西理事長 一番最初です。 

○金井委員 一番最初。 

○折原企画調整室長 基金の資料作成時には、農業構造動態調査結果が発表さ

れなかったので、推計値で試算しています。 

しかし、今般、調査結果が発表されたので、確定値を試算したところ、両方

とも目標を上回っているということです。 

○橋口委員 私が横から口を挟むのはちょっと恐縮なんですけれども、私の理

解だと、その基幹的農業従事者という数値は変動する数値なので、これが固定
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された数値であれば多分実数の目標とパーセンテージの目標が本当は一致する

はずなんですけれども、分母のほうが常に動いていると。正確にその分母のほ

うの数値も、５年に一回のセンサスしか全数調査をしていないので、その途中

の年というのはあくまでも推計値というんでしょうか、統計上の一応、論理に

基づいた推計値なのではありますが、どこまで正確かどうかというのも、これ

もよくわからないということもあって、そういう意味ではちょっと目標を立て

るのにどうしても限界があるということだと思います。 

○折原企画調整室長 推計値ではありません。 

○佐々木課長補佐 いや、悉皆かどうかということです。 

○樋口理事 そうそう、悉皆ではないと。そういう意味では５年に１回しかな

いわけですので。 

○折原企画調整室長 そうですね。しかし、悉皆調査ではありませんが、毎年、

調査結果を発表しています。 

○橋口委員 そうですね。ただし、分母も有効桁数でしか本当は測れないので、

細かく何点何々％とやっても、多分分母もずれがあるはずなので。 

○折原企画調整室長 確かに悉皆調査を行う農林業センサスの数字と、毎年行

う農業構造動態調査の数字と比較すると、少し違います。 

○橋口委員 ですから、どうしても分母がずれがある数値になっているものだ

から、目標の立て方というのは非常に難しくて、ですから、多分パーセンテー

ジという数値を現場におろすわけにはいかないよなということで。 

○折原企画調整室長 おっしゃるとおりです。 

○橋口委員 そういうことは、ある意味、いたし方ない側面もあるのかなと。 

○佐々木課長補佐 目標の立て方とすると、実数のほうがわかりやすいという

ことで、従前から団体（基金）の目標という形で設定しております。 

○橋口委員 １万人という数値がずっと変わらないのであれば、毎年１％ずつ

増やしていきましょうというのが100人ずつ増やしていきましょうというふう

になるんですけれども、この１万人という数字が動いていっちゃうもんだから、

必ずしも100人というのが、この基金全体の目標としては、全国の目標として

は掲げづらい。しかし特に地域別におろしていくと、具体的に、じゃ、我が市

町村では何人にしましょうとか、我がＪＡでは何人しましょうとかいう、それ
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を積み上げていくと、むしろ全国で恐らくパーセンテージで出した数字よりも、

むしろ過大というと変ですけれども、大きな目標が積み上げていくということ

になり、さっきボトムアップというふうにおっしゃったと思うんですけれども。 

○金井委員 そういうことなんですね。つまりゼロにする、この県はゼロにす

るわけにはいかないから、１となってしまうと、その目標となるパーセンテー

ジを達成するであろうよりも多い実数の目標が3,800となっているので、それ

を達成できなくなったからといって、その目標全体が実現しないという評価に

はならないというような難しい話になっているわけです。 

○西理事長 市町村へ行くと、では、何人加入すれば目標を達成できるのかと

いう話になります。何％と言われると漠然としてしまうので、目標達成運動に

つながらないということです。 

○橋口委員 基幹的農業従事者も、仮にセンサスの悉皆調査であっても、その

数値でうちの町には何百人、基幹的農業従事者がいるということはわかっても、

じゃ、それが誰かということまではわからないわけなので、そういう意味でい

うと、やっぱりパーセンテージ、そういう意味でも、うちはとにかく大体10人

ぐらい増やせば、全国目標に多分到達するんだろうなという、そういう大枠の

目標なんだろうと思うんですけれどもね。 

○金井委員 そうなんですね。はい、わかりました。 

 ３つ目なんですけれども、これは評価のところにはなかったんですが、事前

にいただいた資料を見ていて思ったんですけれども、資料のほうの223ページ

です。契約のことですね。 

ここに30年度の契約締結一覧というのがありまして、その後に、その次のペ

ージに契約審査委員会の概要というのがあるんですけれども、契約審査委員会

と契約監視委員会というのがあります、基金にも。それで審査委員会というの

はイメージとして、契約を締結する前に事前に協議するものかなと。契約監視

委員会というのは、実際に契約してしまったものの中から、正規のきちんとし

たプロセスが踏まれているかどうか監視する委員会かなと思うんですけれども、

まずこの理解でいいですか。 

○渡邉総務部長 今、おっしゃられた223ページからその以降の資料ですが、

基本的にはおっしゃられたとおりで、契約審査委員会は契約するに当たって、
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それが適切かどうかということを審査します。これは内部委員会になります。 

○金井委員 内部委員会ですね。 

○渡邉総務部長 基金の役職員で構成されます。 

○金井委員 例えば仕様書がある１つのところを目指したりしていないかとか、

そんなところまでご覧になるんですか。 

○渡邉総務部長 はい。 

○金井委員 そして228ページに、その契約審査委員会開催状況。 

○渡邉総務部長 これは実績です。 

○金井委員 実績ですね。契約審査委員会にかけられたものというのは、ちょ

っと勘違いだったのでしょうか。お聞きしたいのは、223ページの契約状況一

覧の上から４番目ぐらいまでが全部、日立システムズになっているんですけれ

ども、これが２億、２億、４億、１億という大きな取引ですね。それで参加者

が１と書いてありますので、多分１者応札のものですね。これは契約審査委員

会のこの要項を見ると、随契だけと書いてあるんで、この日立については諮っ

ていないんですねというのがまず。これは１者応札ですけれども、競争入札で

１者になっているということですか。 

○西理事長 随意契約は諮るわけです。 

○金井委員 随意契約は諮ります。日立は競争。 

○渡邉総務部長 これは結果的に参加者が１者になったということです。 

○金井委員 結果的に、はい。競争でやったけれども、結果的に１者応札にな

った。だから当初から随契のものではないから、審査委員会にはかかっていな

い。 

○渡邉総務部長 結果的にこの年金システムが日立システムというところが整

備したといいますか、開発したものですから、やっぱり保守点検もそういうと

ころが一番適切だと、他の業者も判断し、応札はなかったということです。 

○金井委員 １者になったと。いろんな契約審査委員会の運用の方法があると

思うんですが、随契だけでいいのかなというのを、結果をちょっと見て思った

わけです。あまり大きな契約で、あえて競争入札にするようなものであっても、

契約の全体から見て影響の大きいようなものは事前に審査委員会にかけるよう

なシステムにはなっていないんですね、いいんですねということを、ちょっと
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言いたかっただけなんです。すみません。 

○渡邉総務部長 224ページに、これは審査委員会の概要ですが、簡単にまと

めさせていただいておりまして、３番にその審査委員会にかける対象範囲を規

定しています。随意契約と一般競争入札の大型案件、総合評価方式による案件、

あるいは指名競争案件、こういったものについても、審査委員会には基本的に

は諮ります。 

○金井委員 じゃ、これは諮っていますか、日立。 

○塩原経理課長 よろしいでしょうか。経理課長の塩原と申します。 

 228ページのは平成30年度に開催された審査委員会の一覧でございまして、

先ほどの日立の件は、平成30年４月１日に契約されています。ですので、平成

29年度中にもう審査委員会に諮っているというものです。 

○金井委員 そうですか、はい。 

○渡邉総務部長 平成30年４月１日からの契約で、その前の年度にかけていま

す。 

○金井委員 ちゃんと諮っている。はい、わかりました。それで結構です。す

みません。 

 以上です。 

○佐々木課長補佐 他に何かございましたら。 

○橋口委員 １つよろしいでしょうか。先ほどちょっと加入推進のことが話題

になったんですが、それにかかわる話で、具体的にパーセンテージというより

は、基本的な現状認識として、加入推進に当たって、現状、地域差があるとい

うことで、都道府県別の差とか市町村別、あるいはＪＡによってもだいぶ差が

あるというようなお話だったかなと思うんですけれども。その主体的な努力と

いいましょうか、とにかく丁寧に効果的な加入推進をやれば、その加入率も平

準化していくものなのかどうなのか。やっぱりそれでも、平準化できないよう

な壁みたいなものもあるんじゃないかなと思うんですけれども。地域差という

ことについて言うならば、それが本当の意味での地域差なのか。例えば農業の

中身が違うので、経営類型とかが違うんで、その経営類型の差が地域差に見え

ちゃっているという側面もあるのかなという気がするんですけれども。例えば

このピンクのファイルの参考資料の126ページですね。この新規加入者の営農
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類型のパーセンテージとかあるんですけれども、これは加入された中の構成比

だと思うんで、例えば分母、さっきもちょっと分母の議論も出ましたけれども、

分母が恐らくこのぐらいあるだろうという想定からすると、例えば施設園芸の

方にはよく入っていただいているけれども、土地利用型の方はほとんど入って

いただいていないとか、何かこういう経営類型ごとの加入率の差みたいなもの

が果たしてあるのか、ないのか、そのあたりとかは分析をされたりしていらっ

しゃいますでしょうか。 

○樋口理事 先ほど、93ページで目標達成の数字を挙げていますが、橋口委員

がご覧になって、その地域差があるかと言われれば、割とばらばらだというこ

とになると思います。一般的には、いわゆる加入率で、その基幹的農業従事者

における加入者数を見ると、九州は割と高い傾向にあり、それから北海道はも

ちろん高くなっていて、農業振興が進んでいる県においては、割と高い傾向に

あるようにも思いますが、一方で関東は、農業産出額としては大きいですが、

加入率が高いかというと、あまり入っていないところもあります。 

 もちろん、中山間地域等になると対象者がいないということを皆さん言われ

ますので、そのようなところにおいては、加入率としてもなかなか上がらず、

進んでいないという現状ではありますが、それは地域によってまちまちです。 

これは、色々な要因が複合していまして、加入に熱心な農業委員会とか関係

者が非常に多くいらして、体制がしっかりしているところは進みますし、加入

推進に人を割けないような市町村が多い県においては進まないしということで、

やり方はそれぞれだけれども、それぞれの体力とか、それぞれの事情に応じて

加入推進というのは取り組むべきだという話を各都道府県に行って、申し上げ

ているところです。 

○橋口委員 系統組織というのは、特にＪＡ系統組織への結集率というか、そ

ういうものはあまり関係ないですか、関係ありそうですか。 

○樋口理事 そうですね。 

○橋口委員 もし経営類型に着目して、同じような作物をつくっている、切磋

琢磨している農業者の方がもし地域におられるんであれば、ＪＡの部会組織と

かが本当はこういうのの受け皿になるのがいいのかなという気がするんですけ

れども。 
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○樋口理事 おっしゃるとおりです。最近、農業者の情報について、農業委員

会やＪＡが把握していないということが多くなっているように思います。自分

の集落の周りの人は知っているけれども、少し離れるとわからないというよう

な話があるものですから、そういう意味では、今、先生がおっしゃるように部

会組織はＪＡがよく束ねていて、顔も見えているので、そういうところを通じ

た加入推進というのは、これからさらに有効であると思っています。 

○橋口委員 はい、ありがとうございました。 

○佐々木課長補佐 ほかには。はい、どうぞ。 

○金井委員 すみません。もう一つだけ。外部委託の話を先ほどもお聞きした

んですけれども、事務の委託をされているのは農協と、あと農業委員会と、こ

の２種類。それで、その２つの外部委託先の業務の大体の流れと、それからモ

ニタリングの方法、先ほどもいろいろ検査したりとおっしゃっていましたけれ

ども、教育もあるんでしょうけれども、もう一度簡単に教えていただければと

思います。 

 視点としては、やはり内部統制、基金全体の内部統制を考えるに当たって、

事務の委託指定先も包括的に考えたいと。すみません。 

○西理事長 参考資料の105ページに書いていますが、農業委員会、ＪＡの主

な業務の流れというページがありますが、こちらをご覧いただくと、農業従事

者がいた場合に、加入申し込みというのは、ＪＡに来るケースと農業委員会に

来るケースと２つあるわけです。実際には、農業委員会の方が農家の方々と接

点があって、加入推進の時に色々な話をして、加入を申し込みされるので、農

業委員会に加入申し込みをするケースの方が全国的には多いと思います。ただ、

手続きを受け付けるためには、資料等の送付や口座振替の取扱いがあるので、

ＪＡが受付・点検を行い、農業委員会に送付されます。次に、農業委員会はそ

の届出等の受付・点検を行い、基金に送付されるという流れになります。この

流れの中に、先ほどから話に挙がっている農業者年金記録管理システムがあっ

て、そこに登録されることによって、基金はデータとして把握することもでき

ますが、残念ながら100％それを使うに至っていないので、農業者年金記録管

理システムにインプットされない場合は、全て紙ベースの展開になってしまい

ます。 
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○金井委員 加入して、そして、その後の話は。 

○西理事長 その後は、当然、保険料の支払いや、毎年、現況届を出してもら

ったりとか、様々な作業を継続していくことになります。 

 ですから、農協はそうしたお金の流れのところの手続きは、必ず、全て関与

するということになります。 

○金井委員 農業委員会は、じゃ、申し込みのとき。 

○樋口理事 申し込みについては、申込書のチェックをしています。あとは加

入推進になります。 

○金井委員 加入推進。農業者としての、そのオーケーを出す最前線、フロン

トだから、あそこが一番見るという。 

○西理事長 あとはトラブルというか、色々なことがあるわけです。現況届を

忘れてしまったとか、それからなかなか連絡しても連絡がつかないということ

になると、現地の農業委員会に動いてもらうということも、当然、出てきます。 

○樋口理事 ですので、農業委員会の方も様々な事務に精通していなくてはい

けないですし、それからＪＡにおいては、支店の窓口の方が申込書等の書類を

取り扱いますので、必ず、基金や各都道府県の担当等で研修や指導を行ってい

ますので、万全を期していると言いますか、事務ミスが発生しないようにして

います。 

○金井委員 監査もやっているとおっしゃっていましたか、さっき。 

○樋口理事 考査といいまして、全部の受託機関を１年で回れないので、大ど

ころを何年かに１回ではありますが、事務手続や加入者、受給者に伝えなけれ

ばならないことを伝えているかどうかのチェックですとか、かなり細かい項目

について、業務受託機関にヒアリングを行い、それができていない場合には、

指導するということをやっています。 

○金井委員 わかりました。 

○佐々木課長補佐 ほかにございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは前半の基金からの報告、それから質疑応答につきましては、これで

終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、後半は３時35分から再開させていただきたいと思います。 
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 それでは、休憩とさせていただきます。 

                         午後３時２０分 休憩 

 

                         午後３時３５分 再開 

○佐々木課長補佐 皆さん、おそろいのようですので、議事を再開させていた

だきます。 

 議事次第の２の（２）の主務大臣の評価につきまして、30年度実績の評価結

果（案）ということで、農林水産省経営政策課から説明させていただきます。 

 お手元にお配りしております評価書（案）をご覧いただければと思います。 

 まず、１ページ目でございます。評価の概要ということで、こちらは評価の

実施者に関する事項ということで２番目に載せております。担当課、責任者等

を載せております。また、３番目に評価の実施に関する事項ということで、本

日の基金へのヒアリング、それから有識者会議の開催ということを記載してお

ります。 

 次、２ページ目でございます。総合評定でございます。こちらは１番目が全

体の評定ということで、全体の評定はＢということにさせていただいておりま

す。こちらにありますように、「中期目標における所期の目標を達成している

と認められる。」としております。評価に至った理由といたしまして、「項目

別評定は、重要な業務が全てＢ（ｂ）であり、また全体の評定を引き下げる事

象もなかったため、農林水産省の評価基準に基づきＢとした。」としておりま

す。 

 この重要な業務については、次の３ページをご覧いただきたいのですが、３

ページに項目別評定総括表というのがございます。こちらの総括表で、下の※

１にありますが、重要度を「高」と設定している項目については、各標語の横

に「○」を付すということで、ここで30年度の評定ｂがずらっと並んでおりま

すが、このｂのところの右に丸がついている項目については重要度が高いとい

う項目でございます。これは中期目標で定めているものでございます。 

 さらに、下の※２のほうで難易度を「高」と設定しているものについては、

アンダーラインも引いております。具体的にはⅠの３の（１）政策支援の対象

となる若い農業者の加入の拡大、こちらについては難易度が高いという設定で
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ございます。 

 ２ページに戻っていただきまして、２番目の法人全体に対する評価というと

ころです。こちらにつきましては、「項目別評定においては、若い農業者の加

入の増加に向け、より効果的な加入推進活動に取り組むことが求められるが、

特に重大な業務上の課題は検出されておらず、全体として順調な組織運営が行

われていると評価する。」としております。全体の評定を行う上で特に考慮す

べき事項ということで、「特に全体の評価に影響を与える事象はなかった。」

ということでございます。 

 ３つ目の主要な課題、改善事項などということで、後ほどまた出てきますけ

れども、項目別評定で指摘した課題、改善事項ということで、Ⅰの３の（１）

の政策支援の対象となる若い農業者の加入の拡大のところで、「20歳以上39歳

以下の基幹的農業従事者数は減少し続けている状況であるが、同年齢層の新規

加入者数の増加に向け、より効果的な加入推進活動に取り組まれたい。」とし

ております。 

 その他改善事項、改善命令等は該当はございません。 

 それでは３ページ目を飛ばしまして、４ページ目でございます。各項目別の

評定の説明に進ませていただきます。 

 まず、４ページですが、第１－１といたしまして、農業者年金事業でござい

ます。ここのページでは、主要な経年データということで、左側にアウトプッ

ト（アウトカム）情報、それから右側に主要なインプット情報ということで、

それぞれデータ等を掲載しております。 

 次に、５ページ目から個々に説明させていただきます。 

 まず、５ページ目の年度計画の欄の第１－１－（１）のアです。手続の迅速

化でございます。こちらにつきましては、右端の主務大臣の評価の欄にありま

すとおり、主務省としてはｂとしております。評定に至った理由として、「自

己評価書の「ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたため。」という記載

にしております。この記載ぶりにつきましては、前年度とはちょっと変わって

おりまして、今年の３月に改定されました総務大臣の評価指針で示されている

のが、「独法の自己評価がｂであって、かつ主務大臣による評価も同じくｂで

あるという場合には、評定に至った理由の記載は、「自己評価書の「ｂ」との
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評価結果が妥当であるという確認できた」という旨の記載で足りることとす

る。」と示されておりますので、この指針に従いまして、基金の自己評価と同

じくｂと判断したものについては、こういった記載にさせていただいておりま

す。 

 ということで、６ページにいきますと、イですね。被保険者資格の適切な管

理、それから７ページはウで、保険料収納業務の円滑な実施、それから８ペー

ジのエですね。過大に納付された保険料の迅速かつ確実な還付。それから、こ

れらア、イ、ウ、エにつきましては、先ほどと同じく主務省の評価もｂと考え

ておりますので、先ほどご説明があったとおり、「ｂとの自己評価が妥当であ

ると確認できた。」という記載にしております。 

 次、９ページ目でございます。９ページの（２）年金等の給付業務の中で、

ア、手続の迅速化、それから10ページにいきまして、イですけれども、年金需

給漏れの防止、それから11ページで、ウ、受給資格のある者への適切な年金給

付、これらア、イ、ウにつきましても、自己評価の結果が妥当であるというこ

とで、当方もｂとしております。 

 それから、12ページでございます。12ページからは、（３）情報システム管

理業務でございます。こちらもｂと記載しております。 

 次に、14ページに入ります。14ページは第１－２ということで、年金資産の

安全かつ効率的な運用です。主要な経年データのほうは、インプット情報に必

要な金額、人数等を記載してございます。 

 個別の項目に入らせていただきます。 

 まず、15ページですけれども、２の（１）基本方針に基づく安全かつ効率的

な運用ということで、こちらにつきましては、主務省の評定はｂということで、

評定に至った理由も自己評価結果が妥当であると確認できたためとしておりま

すが、先ほど委員のほうから、被保険者ポートフォリオの外部委託部分につき

まして、各資産の収益率とベンチマークとの乖離についてはどうなのかという

ご質問がございました。それにつきまして、先ほど基金から、やむを得ない部

分もあり、また、合理的な理由もあると説明がありましたので、そうした回答

も踏まえて、後ほど、評定あるいは評定に至った理由の書きぶりを変えるとい

う可能性も含めて検討させていただきたいと思います。 
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 それから、16ページは、（２）資金運用委員会等によるモニタリング、

（３）政策アセットミックスの検証・見直し、（４）運用の透明性の確保、

（５）スチュワードシップ活動の実施です。これらにつきましても、自己評価

書のｂの評価結果が妥当であると。先ほどの質疑応答も、必要な回答だったと

考えております。 

 次、19ページでございます。19ページの第１－３ということで、農業者年金

制度の普及推進及び情報提供の充実ということでございます。こちらは経年デ

ータとして、アウトプット、それからインプット情報を、それぞれ掲載してお

ります。 

 個々の項目についてご説明させていただきます。 

 20ページでございます。まず、３の（１）政策支援の対象となる若い農業者

の加入の拡大ですが、こちらにつきましては、評定はｂとしております。評定

に至った理由は、平成30年度における被保険者数（20歳以上39歳以下）の割合

は、29年度末の20.1％から21.2％ということで、1.1ポイント増となっており

ます。年度計画の目標であります１ポイント増、あるいは21％に拡大という目

標に対する達成度合いは100％以上となったことから、ｂ評定と記載しており

ます。 

 参考ですが、先ほど、つい最近公表された31年２月１日現在の農業構造動態

調査、そちらにおけます39歳以下の基幹的農業従事者数、これは１戸１法人の

相当数を除いておりますが、その数が６万6,398人、それに対する分子の39歳

以下の被保険者数は、１万4,050人ということで、割合は21.2％になるという

算出でございます。 

 基金の参考資料の75ページでございますけれども、こちらで29年度末を20％

から21.2％となったので、1.2ポイント増だとされておりますが、少数第１位

まで正確に出しますと、29年度末が20.1になっておりますので、主務省評価で

は20.1から21.2になったということで、1.1ポイント増ということにしており

ます。いずれにしても100％以上ということには変わりはございません。 

 それから次、21ページでございます。21ページは女性の農業者の加入の拡大

ということで、こちらの主務省の評定はｂとしております。評定に至った理由

は、こちらにありますとおり、30年度における女性の被保険者数の割合が確定
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値の9.3％から10.5％になったということで、1.2ポイント増ということです。

増加割合目標は1.6ポイント増でしたので、ポイントについては0.4ポイント下

回っておりますが、ストックベースでの年度末の拡大目標10.4に対しては、

10.5ということで100％以上となっておりますので、ｂ評定としております。 

 こちらも参考に算出方法を書いておりますが、同じく構造動態調査の女性の

基幹的農業従事者数を分母にして算出して、10.5ということにしております。 

 次、22ページに入ります。22ページは（３）加入推進活動の実施です。こち

らにつきましては、基金の自己評価はａとなっておりますが、主務省の評価案

ではｂとさせていただいております。こちらにつきましては、評定に至った理

由として、加入推進の取組方針を作成し取組の徹底を図るとともに、業務受託

機関による新規加入の目標設定を誘導しております。また、各県において特別

研修会を開催し、加入推進の機運を高めていると。さらに重点都府県を指定し

て、取組強化の働きかけを行った結果、加入実績の格差の縮小が図られたと。

このように計画どおり取組が行われたものと認められますが、各受託機関が設

定した新規加入目標の達成状況が低調であったことも踏まえますと、所期の目

標を上回るとまでは評価できないと判断しまして、ｂ評定とさせていただきま

した。 

 それから23ページです。23ページの（４）加入推進活動の効果検証、それか

ら24ページの（５）ホームページ等による情報の提供、これらにつきましては、

自己評価と同じくｂとしております。 

 それから26ページでございます。第２－１、業務改善の推進については、こ

ちらも自己評価と同じくｂとしております。 

 それから28ページ、２の電子化の推進です。こちらについては、個々に言い

ますと、29ページからです。（１）農業者年金記録管理システムの利用促進、

それから（２）マイナンバーによる情報連携、これら２つにつきまして、自己

評価と同じくｂとしております。 

 31ページです。第２－３、運営経費の抑制、こちらにつきまして、すみませ

ん、主要な経年データに誤植があります。 

○渡邉総務部長 すみません、私から。 

○佐々木課長補佐 どうぞ。 
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○渡邉総務部長 その31ページの２の主要な経年データの表の中の平成30年度

の一般管理費削減率が、その下の３の業務実績の削減率のところと同じ数字が

入ってこなければいけないわけですが、誤植がありまして、58.5になっている

と思います。その58.5をマイナスの4.5にご訂正をお願いいたします。 

 そうしますと、先ほど基金のほうから提出した資料の29ページのですけれど

も、２番も58.5をマイナスの4.5ということで、お手数ですが、ご訂正をお願

いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○佐々木課長補佐 それでは、項目別に入らせていただきます。 

 31ページの（１）一般管理費及び事業費の削減については、３％、１％の削

減目標以上の削減が達成されております。 

 32ページ、給与水準の適正化です。こちらも公表されているとおりラスパイ

レス指数を踏まえたものになっているということで、これがそれぞれ自己評価

と同じくｂとしております。 

 34ページです。第２－４の調達の合理化です。こちらにつきましては、中項

目だけの「調達の合理化」ということで、Ｂとしております。 

 それから35ページの第２－５、組織体制の整備等です。この（１）で組織体

制の整備、それから（２）の働き改革の推進、これら２つにつきまして、自己

評価と同じくＢとしております。 

 それから37ページでございます。第３の財務内容の改善に関する事項ですが、

この（１）で業務の効率化を反映した予算の策定と遵守、それから（２）の決

算情報・セグメント情報の開示、それから38ページにいきまして、（３）業務

達成基準に基づく会計処理の適切な実施、（４）貸付金債権等の適切な管理等

までそれぞれ自己評価のｂとの評価結果が妥当ということで、主務省評価もｂ

としております。 

 それから39ページでございます。こちらは続きまして（５）になりますが、

長期借入金の適切な実施ということで、こちらについては年度計画で、市中の

金利情勢等を考慮して、極力有利な条件での借り入れを図りますと。評価の視

点もそのとおりになっております。それにつきまして、先ほど基金から説明が

ありまして、ａ評定としたということでございました。この項目につきまして
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は、主務省評価案もａとしております。評定に至った理由ですが、金利低下が

一段と進みまして、市中金融機関の応札が消極化する中で、入札の競争性を高

め、２回の借り入れとも利率が事実上最も低い0.000％となったことは、目標

を上回る成果があったものと認められるため、ａ評定としたと記載しておりま

す。基金の実績報告の中で、11月５日、それから２月５日に借り入れしたとい

うことで、同時期に実施した国の特別会計であるエネルギー特会と国有林野特

会での借り入れ実績も参考に記載されています。これらも0.000％ということ

で、要は国が借り入れしたという場合との比較で、最も信用力が高い国が借り

る場合が指標として最も低い金利で借りられるであろうという、その国と同じ

0.000％で昨年度２回とも借り入れることができたということは非常に評価で

きることではないかというふうに判断いたしまして、主務省評価案でもａ評定

という形にしております。 

 次、40ページでございます。第４の予算、収支計画、それから資金計画の関

係でございます。別紙の支出削減の取組の関係ですが、こちらは再掲というこ

とで、それぞれ目標を上回る削減がなされたというところで、Ｂということで

ございます。 

 それから41ページですが、これは別紙の法人運営における資金の配分状況と

いうところの関係ですけれども、こちらも別々に資金の配分を行ったというこ

とで、自己評価書と同じくｂということでございます。 

 次、42ページでございます。第５の短期借入金の限度額、こちらは実績がな

いということです。 

 それから43ページの第６－１、職員の人事に関する計画ということで、

（１）の方針、それから44ページの（２）人員に関する指標は、それぞれ自己

評価書のｂと同じくｂ評価としてございます。 

 それから45ページです。第６－２、積立金の処分に関する事項ですが、こち

らも自己評価書と同じくＢにしております。 

 それから47ページからです。第６－３の内部統制の充実・強化。このうちの

（１）経営管理会議による内部統制の充実・強化、それから48ページで、

（２）コンプライアンスの推進、それから49ページはリスク管理の徹底、それ

から（４）が内部監査です。これら４つにつきまして、自己評価書のｂの評価
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結果が妥当ということで、当方もｂにしております。 

 それから50ページでございます。第６－４の情報セキュリティ対策及び個人

情報保護の強化・徹底です。この中の（１）情報セキュリティ対策の推進です。

こちらは自己評価と同じくｂとしております。ここで評定に至った理由を少し

コメントさせていただいております。計画どおり、情報セキュリティ対策が講

じられていると。なお書きですが、30年度に起こった事案として、マイナンバ

ーによる情報連携に係るサーバー証明書の入替作業に当たりまして、パスワー

ド紛失のため、エラーとなる事案が発生したが、速やかに対応し、再発防止策

も講じられたと考えております。これらを総合的に勘案して、この項目につい

てはＢ評定とさせていただいております。 

 次、51ページです。（２）の個人情報保護対策の推進、それから52ページは

（３）研修等の実施、これらはそれぞれｂにしております。 

 それから53ページの第６－５の情報公開の推進、こちらについては自己評価

と同じくｂでございます。 

 それから54ページの第６－６です。業務運営能力の向上等ということで、

（１）が研修の充実、それから55ページで、（２）業務委託の質の向上という

ことで、これら（１）、（２）とも、自己評価書と同じくｂとさせていただい

ております。 

 ということで、今、各項目別に説明させていただいたものを、一覧表にした

のが先ほどの３ページの総括表ということでございます。ｂが小項目で、Ｂが

中項目ということで、加重平均して点数化し、結果的に全てＢということで、

全体評価のＢにもつながってくるということでございます。 

 私からは以上でございます。 

 それでは、今の説明に対しまして、ご質問等ございましたら、お願いいたし

ます。 

○金井委員 すみません、22ページです。 

 私がさっきお聞きしたようなことで、計画どおりの推進の活動はされている

けれども、受託機関が設定した新規目標が低調であったことで、主務大臣とし

てはｂ評価という、ここを先ほどの数値目標の設定の仕方のご説明を踏まえて、

もう一度、主務大臣のお考え方をご説明いただけますか。 
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○佐々木課長補佐 全般的な言い方をしますと、基金の自己評価にありますと

おり、特別重点県とかについては、特別重点活動をやっていないところと比較

すると、120％ということで数値的には一定の成果が見られましたが、こうし

た重点活動をしたところの回復ぶりによって、それが全体を底上げして全体の

加入実績の増加、増加は難しいにしても、過去、例えば５年間の平均並みぐら

いとか、それに近い数字になれば、よかったかなというのはございます。先ほ

どのご質問、質疑応答の中で、分母の基幹的農業従事者数を指標にした割合と

実際の新規加入者数の増加というのがどこまで関連性、連動しているのかとい

うのも１つ論点にはなると思います。もともと中期目標を策定したときの経緯

として、毎年1.1ポイントずつ増やしていくためには、新規加入者数を過去の

平均加入者数の1.25倍ずつ増やしていく必要があると試算していました。 

具体的には、中期目標を策定した当時、過去５年間の20～39歳の新規加入者

数の平均が2,000人でしたので、その1.25倍の2,500人を毎年新規加入させない

と1.1ポイント増という目標は達成できないという考えており、その考え方は、

基金の参考資料の94ページにあるように、新規加入者累計13万人を早期達成す

るという団体目標を達成するためには、若干高めではありますが、20～39歳の

新規加入者数を年間2,800人増加させるという自主目標とも整合性はとれてい

ます。 

 一方、平成30年度の新規加入者数の実績は1,942人であり、過去5年の平均値

である2,000人にも届いておりませんが、中期目標策定時に推計していた基幹

的農業従事者数の減少数よりも、実際にはさらに減少したため評価指標の分母

が小さくなり、結果として、割合的には目標をクリアしたというわけです。 

 中期目標の割合目標については、達成は達成ということで整理させていただ

いておりますが、中期目標の策定の過程において、一定の算出根拠のもとで

2,500という数字を置いて、それを目指したものの、結果的には1,942人だった

ということで、こうした人数目標という部分に、過去５年並み、あるいは去年

より多いとか、そういった人数的な増加という部分も自主目標で掲げていると

いうことを踏まえて、それらの達成にも一定寄与しておればよかったかなとい

うところで、総合的に判断してｂ評価としたということです。 

○百瀬委員 よろしいですか。 
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 アウトプットとアウトカム、両方書いてありますけれども、これは別物です。

一般的に、例えば加入推進活動をいっぱいやりましたと、これだけやりました、

というのがアウトプットです。その結果、実際にこれだけ加入者が増えました

というのがアウトカムだと思います。この項目の（１）とか（２）ですね。政

策支援の対象者を拡大しますとか、女性農業者の加入者を拡大しますというの

は、まさにアウトカムで、その目標値が中期目標の中できちんと示されていま

す。 

 一方で（３）は、加入推進活動の実施という評価項目になっています。実施

が評価対象であれば、アウトカムがそこまで問われるのかということが１つの

疑問です。もう一つは、アウトカムで評価するのであれば、こちら側でその目

標値をつくる必要があるのではないでしょうか。極端な話、基金側が設定でき

るのであれば、新規加入目標をすごく低く設定することで、数値の達成度合は

軽く120％、140％を超えます。なのでアウトカムで評価するのであれば、こち

ら側で新規加入目標を例えば2,000人とか、例えば前年度と比べて何％増とか、

そういうのを指定しないと、適切な評価が難しくなります。今年度はもうこれ

を変えられないと思いますけれども、今後どうするかというのを少し考えたほ

うが良いかもしれません。 

○佐々木課長補佐 そうですね。先生おっしゃるとおり、ちょっと入り組んで

いるというのは、当方もちょっと気づいたところなんです。もともと、この

（３）は取組をやりますという、アウトプットのほうでして、それに、割り切

ってそれだけで言えば計画どおりやっていただきましたということだけで、結

局それだけで見るとｂなんですね。ただ、基金のほうで重点県については、

120という数字で、アウトカム目標に照らすというふうな比較考慮もして書い

ていただいているというのもあって、それに対してどう応えればいいのかとい

うのも、ちょっと考えたところで、そのときに評価の視点というところで、都

道府県別の新規加入者に関する目標の達成状況というところをみずから書いて

いるという部分も踏まえて、では自分たちの努力目標についてはどうだったの

かなというところを記載させていただいたというところで、本来は取組内容だ

けを見ればよかったのかなというところではあります。 

○折原企画調整室長 中期目標では、加入実績が低調な地域の活性化による地
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域間の活動格差の縮小については、数値目標として理解できます。 

○百瀬委員 こちらは、そうできますね。 

○折原企画調整室長 しかし、都道府県別新規加入者に関する目標の達成状況

については、「状況」としか書かれていないことから、100％達成すべきもの

かどうか分からないし、評価の基準が明記されていません。 

○百瀬委員 今年度は多分。来年度以降そのどう…… 

○佐々木課長補佐 結局アウトプットでもし考えると、計画で１、２、３、こ

こまでやりますと取組目標を書いていただいて、実際は１、２、３、４、５ま

で、４と５も目標以上のことをやりましたというふうなことがあれば、目標以

上のことをやったということにはなるのかなとも考えますね。 

○百瀬委員 地域間の格差を縮めますというのは、これは非常にその数値とし

て見やすいので、そちらを評価する。 

○佐々木課長補佐 そこは目標どおり縮小されたんですねと。ただ、数字でど

こまで縮小がいいのかとかいうのは、いかんせん、これも明記はされていませ

ん。 

○折原企画調整室長 中期目標には「新規加入実績の前年度比が他の地域の平

均以上になっているか」という数値目標が明記されています。これを踏まえて

試算すると120％となることから、ａ評価にしたということです。 

 もう一方の指標は、「達成状況」しか書いていませんが、仮に、これを厳し

く見れば、 100％以上でなければいけないとした場合、全体の達成状況は

81.8％となり、ｃ評価となりますが、一方のａ評価と合わせてb評価とすると

考えたらよいのでしょうか。 

しかし、指標としては都道府県別新規加入者に関する目標の達成状況としか

書いていないので、これでは何とも言いようがありません。 

○百瀬委員 その達成状況で評価するのは、僕は良いと思うのですけれども、

だったらもっと具体的な数値をこちら側で示さないと。、 

○佐々木課長補佐 低調というちょっとぼやっとした言い方になるからでしょ

うか。 

○百瀬委員 状況とかだと高く目標を設定すれば達成できなくなるし、逆に低

く目標を設定すれば、絶対にそれを超えていくわけです。例えば基金側が非常
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に低い目標を設定して、それを大きく上回る新規加入者がいた場合に、これは

ａ評価ですかと言われたら、いや、それはちょっと違うでしょうとなります。 

 だから、その具体的に何人加入したのかというので評価するのであれば、中

期計画で具体的な数値を示してあげるべきだったと思います。今もし中期計画

でその数値を（１）、（２）のように示していないのであれば、アウトカムで

はなく、アウトプットで評価したほうが個人的にはいいのかなと思います。そ

れともう一つは、地域差の縮小というほうは、これは確実に数値で把握できま

すので、その２点で評価したほうがいいのかなという思いもあります。 

 ただ、基幹的な農業従事者が減少しているという状況があるので、致し方な

い面もあると思いますが、やはり新規加入者が20～39歳で2,000人を下回って

いるという状況はあまり望ましいものではないという判断であれば、何の異論

もございません。 

○佐々木課長補佐 ここでいう平均以上を数値でa、bと判断するかどうかです

ね。 

○百瀬委員 その新規加入者に関する目標の達成状況というところで、その目

標というのをこちら側である程度指示しないと。繰り返しになりますけれども、

基金の目標の決め方によって結果がいくらでも操作できてしまいます。 

○佐々木課長補佐 そうですね。基金から県に下ろしている目標は、先ほどあ

りましたとおり、当初、中期目標を設定していた数値よりは若干多くなってい

ます。加入の対象としてターゲットとなり得る基幹的農業従事者数が減ってい

るんだから、過去と同じ水準で入れるというのは難しいというのは１つの議論

としてはあるとは思いますが、基幹的従事者が減っている中でも、例えば過去

平均並みぐらい入っていたら、そこは頑張ったんだなというふうに考えられる

とは思いました。中期目標では、あくまでも実人数目標は設定していませんが、

他方で、基金が自ら設けた新規加入者数の目標の達成状況も、中期目標の中で

評価の指標として明記されているため、その達成度合いを勘案し評価しました。 

 これも極論ですけれども、仮に基幹的従事者が大きく減少したとすると、新

規加入者ゼロでも分母の減少により、今までのストック分だけでポイントが上

がるとという現象が起こることも考えられます。今回の減り方が大きかったか

どうかというのは別にして、１つの目安といいますか、団体目標として設定し
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ている実人数ベースの目標も、それはそれで中期目標の割合目標と全く連動し

ていないということでもないので、加入者累計の早期13万人達成という目標も

踏まえて目指していただきたいなという思いもあるということです。ここにつ

いては、再度、検討はさせていただきます、 

 ほかにございますか。 

○金井委員 また、いいですか。すみません、50ページです。 

 情報セキュリティのことで、評定はＢ、ｂでいいんですけれども、主務大臣

の評価のところに書かれているコメントが気になりまして、どういう状況か教

えていただきたいんですが、「なお」の下です。「マイナンバーによる情報連

携に係るサーバー証明書入替作業に当たり、パスワード紛失」という事態はど

ういう状況だったかというのと、なぜ起こったかという分析と対策についてお

聞きしたいです。 

○深田業務部長 話にありましたマイナンバーによる情報連携というのは、こ

れは総務省が管理する情報提供ネットワークシステムと、基金のシステムとの

間で情報のやりとりを行うものです。具体的な例で言いますと、基金からマイ

ナンバーを送信し、相手方から農業所得額が返ってくるという流れで、このや

りとりのセキュリティを確保するために、通信データが暗号化されなくてはい

けないので、この暗号化のためにサーバー証明書が必要となります。 

 お話にありましたパスワードですが、このサーバー証明書を設定する時、な

いしは今回のようなサーバー証明書を入れ替える時に使われるものです。これ

は、マイナンバー情報をやりとりする時の業務そのものとは関係のないところ

なので、個人情報漏えいとかの問題とはつながるものではありませんが、情報

セキュリティの基本としてパスワードは常に管理しなくてはいけないものであ

り、当然、紛失はあってはならないことだと思っています。 

 申しましたとおり、サーバー証明書を設定する時、または入替えの時に、パ

スワードの出番があるということで、設定の時だけに使うものだという認識で

いたため、設定の後、開発業者から基金への引き継ぎが必要だという認識が薄

かったのかと思われます。ですので、今回のサーバー証明書を入れ替える時に

旧パスワードが必要でしたが、その管理されていなかったため、改めて新しい

パスワードの設定をお願いし、新パスワードにて入替措置が無事終わりました。 
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 再発防止としては、パスワードについて、このようなものに限らず、システ

ム開発上、パスワードを使う作業があれば、それを記録に残し、開発後、委託

業者から基金に引き継ぐというルールとし、基金において保管・管理を徹底す

ることとしました。 

○金井委員 前回の作業はいつだったんでしょうか。 

○深田業務部長 前回の作業は、平成30年の３月までに構築の作業が行われま

した。平成30年３月はまだ平成29年度ということですが、平成30年度に入って

から、農林水産省からサーバー証明書は平成30年度中に入替えが必要である旨

の連絡がありまして、本年の２月、３月にかけて実際の作業に取りかかったと

ころ、作業手順を進める中で、こちらの記録にないパスワード入力を求められ、

初回の時に使ったパスワードが必要だということが、そこで初めて分かり、パ

スワードの再設定を行い、新パスワードにおいて、サーバー証明書の入替えを

し、その新パスワードを基金で管理しています。 

○金井委員 業者は同じですか、前回と。 

○塩原情報管理課長 開発と運用は同じ日立システムズになります。 

○金井委員 そうですよね。全体で９億ぐらい出しているところですよね。そ

れはあちらの、日立システムのエキスキューズはどんな、自分のところは…… 

○塩原情報管理課長 同じ会社なんですが、担当はまた全然別です。 

○金井委員 それぞれ、そうですよね。あちらが基金のほうにきちんと引き継

いでいなかったという。 

○塩原情報管理課長 そうです。基金としても、本来、仕様書に書くべき内容

だったと思います。 

○金井委員 パスワードなんて、どうなんでしょうかね。 

○塩原情報管理課長 今後はそのような内容も仕様書に記載することで、再発

防止を図っていきます。 

○金井委員 仕様書に書き込む。 

○塩原情報管理課長 パスワードが必要なものについては、手順書の中にその

ような管理も徹底するということを記載するということで、今後、システム開

発関係の調達に関しては、そのように対応していく方針です。 

○金井委員 ほかに特にインシデントは起きなかったですか。 
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○塩原情報管理課長 はい、ありません。 

○金井委員 これに限らず。はい、わかりました。 

○佐々木課長補佐 他に質問等、ございましたら。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、議事次第の最後の、「その他」ということになりますけれども、

改めまして全体を通して何かご質問、ご意見等ございましたらと思いますけれ

ども、特に先生方、ございませんでしょうか。 

○百瀬委員 では、１つだけ。情報セキュリティ研修を、基金の職員の皆さん

に行っているということが書かれていましたが、受託機関の方々には、情報セ

キュリティに関する研修というのは行っていないのですか。それはもう受託機

関のほうにお任せするという形なんでしょうか。 

○塩原情報管理課長 情報管理課長の塩原です。基本的に、市町村やＪＡで、

情報セキュリティや個人情報の研修をしていただいているところでして、基金

からはチラシやパンフレットを送付していますが、研修自体行っていません。 

○佐々木課長補佐 それでは、以上をもちまして、予定しておりました議事に

つきましては全て終了と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、各委員の皆様方に内容を確

認いただいた上で、農林水産省のホームページで公開させていただきたいと思

います。 

 それでは、以上をもちまして、有識者会議農業者年金基金部会を閉会とさせ

ていただきます。先ほど委員からいただいたご意見やご指摘等も踏まえて、最

終的に主務省で評価案を固めていきたいと考えております。 

 それでは、委員の皆様方、長時間にわたってご審議いただきまして、ありが

とうございました。これにて終了とさせていただきます。 

                         午後４時３０分 閉会 


