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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２年７月２７日（月） 

                 会場：農林水産省経営局第Ａ、Ｂ会議室 

                 時間：１４：０２～１６：３６ 

 

 

 

            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 

         ・令和元年度業務実績等について基金から報告 

         ・質疑応答 

     （２） 主務大臣の評価について 

         ・令和元年度業務実績に関する評価書（案）について主務

省から説明 

         ・質疑応答 

     （３） その他 

     ３．閉  会 
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                         午後２時０２分 開会 

○佐々木課長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから農林水産

省独立行政法人評価有識者会議農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、並びに農業者年金基金の役職員の皆様方におかれましては、

お忙しい中ご出席をいただきまして誠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が、私の右側から、金井委員でございます。 

○金井委員 金井です。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長補佐 その右隣、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 よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長補佐 続きまして、農業者年金基金からの出席者のうち、役員を

ご紹介させていただきます。 

 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、山本理事でございます。 

○山本理事 山本でございます。よろしくお願いします。 

○佐々木課長補佐 その右隣、伊藤理事でございます。 

○伊藤理事 伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長補佐 続きまして、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 このほか、本日の出席者につきましては、配席図をお配り

してございますので、そちらをご覧いただければと思います。 

 議事に入る前に、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

たいと思います。 

 まず、一番上が議事次第になります。それから、部会の名簿、配席図、本日

の出席者名簿、配付資料一覧でございます。基金からの実績報告書と参考資料
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につきましては、この赤色の綴りになっております。参考資料の取扱いについ

ては、一部公表外のものもございますので、ご了承いただければと思います。 

それから、令和元年度の内部監査報告書を追加資料として配布させていただい

ております。主務省の評価書案はＡ４横の両面焼きになっております。本日、

お配りする資料は以上でございます。 

 それでは、本日の進行の仕方をご説明させていただきます。まず、議事次第

にございますとおり、まずは独立行政法人からのヒアリングといたしまして、

年金基金から元年度の業務実績の報告をしていただきます。その後、委員から

の質疑、応答という形になります。その後、休憩を挟みまして、元年度実績に

対する主務省の評価案の説明をさせていただき、質疑応答となります。 

 あと、本日ご議論いただいた内容につきましては、速記者が記録しまして、

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。 

 それから、ご説明、発言いただく場合は、お手元にマイクがございますので、

マイクを使っていただきますように、よろしくお願いいたします。 

 それでは、経営局経営政策課長の依田から一言ご挨拶を申し上げます。  

○依田課長 経営政策課長の依田でございます。本日は、適正な評価に向けて

活発な御議論をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長補佐 それでは、議事次第に沿って進めさせていただきます。 

 まず最初に、令和元年度の業務実績等報告につきまして、年金基金からよろ

しくお願いいたします。 

○折原企画調整室長 企画調整室長の折原です。 

 私から、令和元年度の業務実績等報告書について説明します。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。 

 なお、先ほど話がありましたように、本日お配りしている参考資料のうち、

機密性２情報と印した資料の取扱いにつきましては、本部会限りとさせていた

だきますようお願いいたします。 

 まず、５ページから25ページにかけての年度計画欄ですが、「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

にとるべき措置」についてです。 
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 ５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、

保険料収納業務の円滑な実施、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、５ページから６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、標準処理期間内の処理割合

が97％以上となっているか、また、その処理状況を計画どおりに公表している

かが評価のポイントとなりますが、標準処理期間内の処理割合は99.72％であ

り、目標の97％を２ポイント以上上回る結果になりました。この目標の97％か

ら100％までの間の実績につきましては、自己評価欄の（参考）に記した基準

により評価を行っています。 

 また、処理結果については、処理月の翌月にホームページで公表するととも

に、標準処理期間内に処理できなかった原因を把握したところです。 

これらを総合的に勘案して、ａ評価としました。 

 次に、６ページから７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それと突合を行い、不整合となっ

た方に対して、必要な申出書等を遅滞なく提出するよう働きかけを行い、６か

月経過後の不整合者の占める割合は0.68％であり、目標の0.7％以下であるこ

とから、ｂ評価としました。 

 続いて、７ページから８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、該当の業務受託機関

に送付して該当者への意向確認等を依頼するとともに、12回継続した口座振替

不能者のリストを該当の業務受託機関に送付し、業務受託機関から該当者への

働きかけを行ったことから、ｂ評価としました。 

 最後の８ページから９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等を

送付するとともに、請求があったものについては、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、５ページの１の（１）については、ｂ評価としまし
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た。 

 続いて、９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、９ページから10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、その処理状況を計画どおりに公表しているかが、評価

のポイントとなりますが、標準処理期間内の処理割合は99.22％であり、目

標の98％を１ポイント以上上回る結果になりました。この目標の98％から

100％までの間の実績については、自己評価欄の（参考）に記した基準により

評価を行っています。 

 また、処理結果については、処理月の翌月にホームページで公表するととも

に、期間内に処理できなかった原因を把握したところです。 

これらを総合的に勘案して、ａ評価としました。 

 次に、10ページから11ページのイの「年金受給漏れの防止」ですが、受給

権が発生する者に対し、65歳となる誕生日の１か月前に裁定請求の勧奨等を

行い、また、65歳を超えても裁定請求を行わない者に対しても令和元年６月

に勧奨等を行い、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、11ページから12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、受給権者に対して現況届を送付し、受給資格の確認を行いま

した。 

また、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、重複者についても受給資格の確認を行いました。 

さらに、国民年金の受給権者情報から死亡についての確認を毎月行うなど、

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、９ページの１の（２）については、ｂ評価としま

した。 

 続いて、12ページから13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
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のから計画的に改修等を行い、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、元号改正に伴うシステム改修についても

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５ページの「農業者年金事業」は、

Ｂ評価としたところです。 

 次に、15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、15ページから16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、16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運用状況及び運用結果の評

価・分析等を行い、経営管理会議においても四半期ごとの運用状況等の評価・

分析等のモニタリングを実施し、資産の構成割合の確認を行ったことから、ｂ

評価としました。 

 次に、16ページから17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政策アセットミクスの検証を行い、足下

の金融環境等への対応として、政策アセットミクスの微調整を行うことについ

て所要の手続きを進めたことから、ｂ評価としました。 

 続いて、17ページの「（４）運用の透明性の確保」ですが、年金資産の構成

割合、運用成績等を四半期ごとにホームページで公表するとともに、加入者に

対して、令和元年６月25日付けで運用結果を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、18ページの「（５）スチュワードシップ活動の実施」ですが、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
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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15ページの「年金資産の安全かつ効

率的な運用」は、Ｂ評価としました。 

 続いて、20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、20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」

ですが、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30年度末から１ポイント増加させるか、又は

22％に拡大したかになります。 

 今年は、農林業センサスの年になりますが、現時点では調査結果が公表され

ていないため、過去に公表された農業構造動態調査における基幹的農業従事者

数等を用いて、農業者年金の被保険者の割合を推計しています。その結果、算

出した推計値は21.8％となり、平成31年度計画の目標を0.2ポイント下回りま

した。 

 このことを踏まえ、新規加入者が前年度よりも減少した要因について、業務

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、

台風による自然災害や、加入推進活動のピーク時（２月と３月）における新型

コロナウイルス感染症の影響による活動自粛等の外的要因が大きく影響してい

ることが推察されました。 

 このような状況を勘案し、数値目標の達成水準としてはｃ評価相当ですが、

ｂ評価ととしました。 

 続いて、21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30年度末から1.6ポイント増加させるか、又は12.5％に拡大したかにありま

す。 

 過去に公表された農業構造動態調査における基幹的農業従事者数などを用い
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て算出した推計値は12.7％となり、平成31年度計画の目標である12.5％を0.2

ポイント上回るとともに、毎年度の増加割合目標である1.6ポイントを0.6ポイ

ント上回り、達成度合が120％を超えていることから、ａ評価としました。 

 続いて、22ページから23ページの「（３）加入推進活動の実施」です。 

 加入推進活動の指針として、「平成31年度における農業者年金加入推進の取

組方針」を平成31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、全国47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。 

 具体的には、23ページの①から⑥に記したように、加入推進に向けた「ター

ゲットランキング」の作成と重点活動の推進、市町村段階の業務受託機関向け

の「加入推進活動の手引き」の作成と普及、制度説明用動画「農業者年金加入

のすすめ」の作成、加入推進用ロゴマークとラジオＣＭ用サウンドロゴの作成

等、新たな各種の加入推進活動に取り組んだところです。 

 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縮小するため、加

入実績が低調な７県を「重点県」として、そのうち３県は「特別重点県」とし

て、それぞれ指定し、加入推進に係る特別活動を実施しました。 

 具体的には、重点県では、市町村・ＪＡ巡回意見交換会を125回実施すると

ともに、特別重点県では、市町村・ＪＡ巡回意見交換会に加え、関係機関との

協議により特別活動計画を共同作成し、そのフォローアップを行いました。 

 こうした取組の結果、新規加入者数の対前年度比は、重点県では111％とな

り、重点県以外の都府県の88％を126％上回るとともに、３県が次年度の重点

県から外れる成果が得られたところです。 

これらの実績を総合的に勘案し、ａ評価としました。 

 次に、23ページから24ページの「（４）加入推進活動の効果検証」ですが、

新規加入者へのアンケート調査等を行い、その結果分析を加入推進の取組に活

用するとともに、業務受託機関の活動実績や優良事例調査分析等の検証を行い、

それをベースに業務受託機関との間で加入推進に向けた協議を行うことにより、

次年度の加入推進取組方針の充実・強化を図ったことから、ｂ評価としました。 

 最後に、24ページから25ページの「（５）ホームページ等による情報の提

供」です。 
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 若い農業者向け、女性農業者向け等の各種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、新規加入の状況、加入推進用ロゴマークとラジオＣＭ用サウン

ドロゴの使用マニュアル等を発信しました。 

 また、ホームページについては、セキュリティの向上を図るとともに、必要

な情報にアクセスできるよう、全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、全国段階の業務受託機関において、新たに女性農業者を対象とする

加入推進研修会を開催するとともに、新たに女性農業者が多い県に対して、女

性農業者向けラジオ広報を試験的に実施しました。 

 加えて、新たに農業者向けＷｅｂサイトである「マイナビ農業」に農業者年

金のＰＲ記事を掲載したほか、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20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」は、Ｂ評価としました。 

 続いて、26ページから36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」についてです。 

 まず、26ページから27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

討や制度改正に係るシステム改修等の改善点の検討・洗い出しを行いました。 

 また、加入推進の取組について業務受託機関と検討するとともに、より効率

的な広報資材の作成等を行いました。 

さらに、作業効率の向上等のため、統計情報の作業手順マニュアルの作成等

を行ったことから、ｂ評価としました。 

 続いて、28ページから30ページにかけての「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、29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、

都道府県段階の業務受託機関を対象とした担当者会議において、システム利用
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の働きかけを行うとともに、全業務受託機関に対してシステムの普及拡大取組

方針を送付し、利用促進を図りました。 

 また、市町村段階の業務受託機関が参加するシステム研修会において、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等の作成割合が

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。 

 続いて、29ページから30ページの「（２）マイナンバーによる情報連携」で

す。 

 平成30年４月から政策支援加入申出者の税情報等の照会を開始していますが、

令和元年度においては、システム上のエラーが発生し、一時的に情報連携がで

きなかったことから、早期に復旧対応を行うとともに、再発防止策を講じた結

果、加入者等への影響が回避できたことに加え、復旧後は必要な情報連携が行

われたことを踏まえ、ｂ評価としました。 

 以上の（１）及び（２）の事項から成る28ページの「電子化の推進」は、Ｂ

評価としました。 

 次に、31ページから33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、31ページから32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4.5％削減とな

り、対前年度比で３％以上の削減を行うという計画を150％上回ったことから、

ａ評価としました。 

 また、効率化除外経費を除く事業費については、対前年度比で１％以上削減

を行うという計画に対して、対前年度比で1.1％の削減となったことから、ｂ

評価としました。 

 さらに、32ページから33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６月末までにホ

ームページで公表するとしていますが、本年６月30日に公表したことから、ｂ

評価としました。 
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 以上の（１）及び（２）から成る31ページの「運営経費の抑制」は、Ｂ評価

としました。 

 続いて、34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（５件）が

同計画に掲げる目標（８件以内）の範囲内となったことから、ｂ評価としまし

た。 

 次に、35ページから36ページの「５ 組織体制の整備等」ですが、この項目

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、35ページの「（１）組織体制の整備」ですが、組織体制と人員配置

について継続的な点検を行い、必要な見直しを行ったことから、ｂ評価とし

ました。 

 また、35ページから36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35ページの「組織体制の整備等」

は、Ｂ評価としました。 

 続いて、37ページから39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、37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31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、37ページから38ページの「（２）決算情報・セグメント情報の開

示」ですが、令和元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。 
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 次に、38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令和元年度予算の当初配分と再配分を計画

的に行ったことから、ｂ評価としました。 

 続いて、38ページから39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、39ページの「（５）長期借入金の適切な実施」ですが、金利低下

が一段と進み、市中金融機関の応札が消極化する状況の中、入札参加者の招

へい活動を丁寧に行うとともに、今後の年金給付費の推移や償還金額等を勘

案し、毎年度の借入金額の平準化を図ることにより、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。 

 以上の（１）から（５）の事項から成る37ページの「財務内容の改善に関

する事項」は、Ｂ評価としました。 

 続いて、40ページから41ページ、「第４ 予算、収支計画及び資金計画」に

ついては、31ページから32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、法人経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、42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、43ページから56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。 

 43ページから44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、43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

正な人員配置を行ったことから、ｂ評価としました。 

 また、44ページの「（２）人員に関する指標」については、令和元年度末

の常勤職員数が目標の74人であることから、ｂ評価としました。 
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 以上の（１）及び（２）の事項から成る43ページの「職員の人事に関する

計画」は、Ｂ評価としました。 

 続いて、45ページから46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

による現預金について、本中期目標期間の最終年度までの間に計画どおり充

当する予定であることから、Ｂ評価としました。 

 次に、47ページから49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。 

 まず、47ページから48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役職員に周知するとと

もに、経営管理会議等を通じた内部統制に関する取組状況の把握とその徹底

に向けたモニタリング等を行ったことから、ｂ評価としました。 

 続いて、48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、コンプライアンス推進の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

状況と令和２年度コンプライアンス推進計画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、49ページの「（３）リスク管理の徹底」ですが、リスク管理行動計

画に従って上半期と下半期に外部専門家の出席を得て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、同ページの「（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切に実施したこと

から、ｂ評価としました。 

 以上の（１）から（４）の事項から成る47ページの「内部統制の充実・強

化」は、Ｂ評価としました。 

 続いて、50ページから52ページにかけての「４ 情報セキュリティ対策及
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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、50ページから51ページにかけての「（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

ー等の一部改正を行うとともに、情報セキュリティ対策に関する具体的な取

組状況を確認しました。 

 また、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、ＰＤ

ＣＡサイクルによる情報セキュリティ対策の改善に向けた取組を行うことと

したことから、ｂ評価としました。 

 続いて、51ページから52ページの「（２）個人情報保護対策の推進」です

が、上半期と下半期に個人情報保護管理委員会を開催し、不適切なアクセス

の監視状況と個人番号利用事務等の実施手順の遵守状況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ったほか、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い、適切に取り組んだこ

とから、ｂ評価としました。 

 最後の52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メールによる攻撃訓練等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50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」は、Ｂ評価としました。 

 次に、53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、54ページから56ページにかけての「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、54ページから55ページの「（１）研修の充実」ですが、研修実施計

画に基づき、職員の新任者研修等を行い、研修終了後に理解度テストを実施
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するとともに、都道府県段階の業務受託機関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、55ページから56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令和元年度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54ページの「業務運営能力の向上

等」の評価は、Ｂ評価としました。 

 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令和元年度の業務実績に係る自己評価につ

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。委員の皆様方、どなたからでも結構ですので、ご質問等ございましたら

お願いいたします。 

○百瀬委員 11ページの現況届の提出について少しお伺いします。受給権者の

方は現況届を各地の農業委員会に提出することになっていると思いますが、農

業委員会のサイトを幾つか見たところ、郵送で提出が可能というところと郵送

は駄目だというところに分かれていました。 

 基金から統一的な指針を出していないのかということを確認させてください。 

 今回コロナの影響で、今年度に限っては、現況届の提出がなくても11月の差

止めはしないという取扱いをしているかと思いますが、来年度以降、こういう

取扱いを続けることは難しいと思います。ところが、コロナの状況がどうなる

か分からないですし、今後また同じようなことが起きるかもしれないわけです

よね。そうなったときに、郵送不可となっていると、また同じように差止めを

しないというような取扱いを繰り返さないといけなくなります。 

 郵送不可という取扱いを農業委員会に、基金側が認めているということだと

思うのですが、その積極的な根拠というのはあるのでしょうか。当然、受給権

者からすれば郵送のほうが便利ですし、今回こういう状況の中では郵送じゃな
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いと困るということもあるわけですよね。 

 まず、統一的な指針を出しているかどうかということの確認と、それから郵

送じゃなくて、対面じゃないと駄目というふうにする積極的な根拠というのが

あるかどうかを教えてください。 

○春名給付課長 給付課の春名と申します。 

 ご質問の関係ですが、基金としては現況届の提出方法については、農業委員

会の判断において、郵送による対応をしても構わないという取扱いとさせてい

ただいています。一斉に郵送による取扱いを可としますと、予算的な面との兼

ね合いもあることから、今回のコロナウイルスの影響に限らず、一般的に、農

業委員会の判断において、郵送による取扱いを可としています。実際、北海道

の一部の市町村では、既に郵送による取扱いを行っていると認識しています。 

 例えば、お年寄りのため、歩くことが困難であり、農業委員会に出向くこと

ができないという方について、農業委員会の判断において郵送による取扱いを

行っているということがあります。 

○百瀬委員 郵送を認めるようお願いすることは、基金側からはできないとい

うことですか。 

○春名給付課長 はい。基金からお願いをする場合、やはり、郵送料の問題が

あります。農業者年金の受給権者は約30万人でありますが、その全ての郵送料

を基金が負担するとなると、それなりの金額となることから、農業団体等から

の強い要望があれば予算との兼ね合いを踏まえ、検討していきたいと思います

が、今のところ、統一的に郵送による取扱いを可とする話はできていません。 

○百瀬委員 承知しました。では、もし今後コロナが落ち着かなければ、来年

度も同じような取扱いをするということで良いのでしょうか。 

○春名給付課長 コロナウイルスの感染状況等にもよりますが、蔓延防止等の

観点から配慮せざるを得ないというような状況になれば、基金でも検討を行っ

ていきたいと思います。 

○百瀬委員 承知しました。 

 以上です。 

○佐々木課長補佐 ありがとうございます。 

 では、金井委員、どうぞ。 
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○金井委員 数字のことが１点と、あと、システム管理について３点お聞きし

たいことがございます。 

 まず、20ページの政策支援対象者の加入拡大のところで、目標を僅かに達成

できなかったのは、コロナや台風の影響という分析をされていますが、これは

例えば前年度並みに２月、３月の加入者があった場合には、達成できていると

いう数字の計算値があるのでしょうか。 

○西理事長 なかなか想定が難しいのは、必ずしも季節性だけで決まらない点

があります。今年は、全般的に加入推進が大変だったという理由には、大きな

要因が２つあります。 

まず１つは、７月と８月に発生した台風による影響で、特に、長野県と千葉

県においてその被害が大きく、相当厳しい状態になったことから、加入推進活

動に対してもかなりの制約要因となりました。 

 ２つめは、農業における１年間の季節性と考えると、他の月と比較して２月

と３月に加入者の実績が増加する傾向にありますが、残念ながら、この時期に

コロナウイルスが発生したことにより、加入推進活動に影響を及ぼすこととな

りました。 

 そのため、２月と３月のコロナウイルスの発生がなかったらどうかというこ

とだけではなく、夏の台風の被害というのもかなりインパクトがあり、実際、

夏以降に開催した加入推進に向けた会議に、被災されたところの農業委員の方

がご出席できなかったということもありました。 

 もし、コロナウイルスの発生がなければ２月と３月は何％上がって、この

0.2％を詰められたかどうかというシミュレーションを行うことは難しいとこ

ろですが、例えば、女性の加入実績はとても健闘し、最終的に年度計画におけ

る「女性農業者の加入の拡大」の目標は達成しており、令和２年１月までは女

性の加入実績は、前年度比でプラスとなっていました。 

 しかし、２月と３月の女性の加入実績の落ち込みにより、令和元年度におけ

る女性の加入者累計が前年度比でマイナスとなったことを踏まえ、やはり、２

月と３月のインパクトというのは、相当大きかったということが言えると思い

ます。 

 いずれにしても、定量的に申し上げることは難しいところですので、ご容赦
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いただければと思います。 

○金井委員 分かりました。 

 今後、コロナが収まってくれればいいのですけれども、withコロナの世界が

来た場合に、この数値目標の達成というものが今後どうなっていくのかという

ことも、今後検討されていくことが必要になるかと思います。 

 それと、続けてよろしいですか。すみません。 

 情報システム関連でお聞きしたいことがございます。 

 まず、12ページの（３）情報システム管理業務の項目で、業務実態としては

①で必要性や緊急度を検討の上、計画的に改修等を行えたと。そして、次のペ

ージの②では、システム定例会においては毎月１回保守業者も出席して、シス

テムが安定的に稼働できるよう取り組んだとあってｂ評価をされていますが、

一方で、30ページの（２）マイナンバーによる情報連携のところで、政策支援

加入申出者の税情報等の照会を毎月実施しているけれども、令和元年９月にサ

ーバエラーが発生、令和２年１月には再開できた。そして、令和元年９月に日

本年金機構への情報照会を実施する予定だったがエラーが発生、令和２年３月

に照会を開始できた。ですから、その間、多分手作業で職員の方が随分ご苦労

されたと思うんですけれども、もう少し、ここの経緯をご説明いただけますか。 

 システムが安定的に稼働できているという評価なんですけれども、それはそ

うは言えるのかどうか。また、保守契約の内容、ここまでカバーできる契約で

はなかったのか、今後はどうされるのかといったことをまずお聞きしたいです。 

○深田業務部長 業務部長の深田でございます。 

 まず、保守契約の締結の有無についてですが、基金の農業者年金記録管理シ

ステムについての保守契約は締結してあり、安定的な稼働を毎月確認している

というのが、業務実績報告書の12ページの内容になります。 

 次に、29ページと30ページのマイナンバーによる情報連携に係るシステムに

ついては、保守契約を締結していなかったということになります。 

○金井委員 別物だということ。 

○深田業務部長 保守契約は別であるということです。 

 この度のマイナンバーによる情報連携のエラーについて、毎月、政策支援の

対象となる新規加入者の資格審査のため、地方税関係情報の照会を行っていま
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すが、令和元年９月の作業の際、基金側の中間サーバから行っている照会許可

要求時の証明書と、情報提供ネットワークシステムのコアシステム側の許可要

求回答結果の証明書との検証工程において、エラーが発生しました。 

このエラーの原因は、コアシステム側が令和元年８月に証明書を更新した際

に、基金側も証明書を更新する必要があったが、その作業についての認識がな

く、証明書の更新を行っていなかったことによるものです。 

エラーの復旧にあたっては、情報提供ネットワークの運用主体である総務省

は、各機関における情報連携システムに係るエラーの発生原因や、対処方法を

開示していないため、基金とサーバ構成が類似している他機関に情報を求める

などして、基金職員が証明書の更新作業を行い、令和２年１月から正常に情報

照会を再開したところです。 

 また、令和２年１月に発生した日本年金機構との年金情報照会におけるエラ

ーについては、被保険者資格の確認のため、日本年金機構に情報照会を行った

ところ、情報提供側である日本年金機構の標準レイアウトに基づく提供側のデ

ータレイアウトのバージョンと、基金の受信側のデータレイアウトのバージョ

ンが一致しなかったことによりエラーが発生しました。 

このエラーの原因は、基金が受信側のデータレイアウトのバージョンを更新

しておく必要があったものの、その作業についての認識がなく、更新作業を行

っていなかったことによるものです。 

このエラーの復旧にあたっては、日本年金機構に情報を求めるなどし、基金

職員が更新作業を行い、令和２年３月から国民年金情報の照会を開始している

ところです。 

 このことを踏まえ、今後は、情報連携システムに係る更新作業が必要となる

場合や、エラー等の問題が発生したときに適切に対応できるよう、システム開

発業者とサービス保守契約を結び、情報管理課とシステム開発業者の双方でチ

ェックを行う体制を構築し、再発防止に努めてまいりたいと思います。 

○金井委員 分かりました。 

 その保守契約の相手というのは、またこれから契約、入札などで決めていく

ということなんでしょうか。 

○深田業務部長 そのとおりでございます。 
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○金井委員 日立システムズさんではなくて。分かりました。 

 それで、ちょっと続けてなんですけれども、参考資料199ページに次期シス

テム構築の検討についてという資料がありまして、これから新システムを構築

されるご予定で、後ろにシステム分析についてのコンサルタントの資料もつい

ていますが、これについての今後の見通しなどをお聞きしながら、情報管理課

の人員体制についても、ちょっとご説明いただきたいと思います。 

 先ほど部長がおっしゃったようなマイナンバー関係、その他のトラブルにつ

いての対応は情報管理課でされているんでしょうか。それとも、業務部で全社

的に協力し合ってしているのでしょうか。また、前年度の報告の中にもあった

んですけれども、記録管理システムに関してはメンテナンスや利用拡大につい

ても、情報管理課のみで進められていたといったようなご指摘もありまして、

法人の中での業務のシステム関係について、大きなプロジェクトについての連

携の状況といいますか、これからの見通し。それから人員が十分であるかとい

ったようなことを、すみません、大きな話になってしまったんですけれども、

簡単にご説明いただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○西理事長 まず、次期システムの構築の検討の位置づけですが、現行の農業

者年金記録管理システムが相当古くなっていて、経済産業省が発表した「DXレ

ポート ～ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開～」という問題

も抱えていることから、次期システム構築の検討を開始したところです。 

 また、システムの言語・耐久性という問題があり、現行のシステムではブラ

ックボックス化している部分も多く、当然のことながら、１年前になって突然

検討を開始して対応できるような話ではないことから、早い段階から次期シス

テムのあるべき姿について、現実的に何が今の基金ならできるかということを

踏まえ、理想論からそれを現実に戻して考えていこうというものになります。 

 しかし、実際の次期システムの構築については、令和４年に制度改正を行う

こととなったため、次期システムについて大きな検討は開始しているものの、

まだ概念整備であったり、専門家を交えてのブレーンストーミングを行ってい

る段階であり、令和４年の制度改正に向けたシステム改修プロジェクトを優先

していることから、現状の情報管理課の体制としてもコンプライアンスを遵守
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しつつ、制度改正に向けた対応を最優先としているところです。 

 ○折原企画調整室長 業務実績報告書の26ページの業務実績の欄になります

が、「農業者年金記録管理システムは、令和４年度末にサーバの更新を迎える

ことから、平成30年度に次期システム構築検討委員会を設置し、次期システム

導入ロードマップを作成し、令和元年度は、次期システム構築に向けた課題と

改善点等の洗い出しを行った。」と記しています。 

 この部分は、参考資料の199ページに相当するところですが、その後、状況

が変わって、今、理事長が話されたように、26ページの最終段落にもあるとお

り、「第201回国会（常会）に独立行政法人農業者年金基金法の一部改正を含

む「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部改正法案」が提出」され

ました。これを受け、「制度改正に係る対応を優先的に行うために、令和２年

３月に次期システム構築委員会を改組し、制度改正対応委員会を設置した」と

ころです。 

 なお、次期システムの具体化に向けた検討も同委員会において、引き続き行

うこととしていますが、優先順位としては、喫緊の課題である制度改正に向け

た対応となります。 

○渡邉総務部長 総務部長でございます。 

組織体制の整備についてですが、業務実績報告書の35ページをご覧いただき

ますと、ここには簡単に書いてありますが、「組織の見直し、弾力的な人員配

置を行った」とありまして、例えばということで、働き方改革への対応などと

いうような書き方になっておりますが、この「など」の中に、先ほど委員から

のご質問ありました参考資料の199ページの次期システムの構築に向けた対応

のため、基金横断的な業務の取りまとめが必要であり、その分の業務が増加す

ることを受けて、平成31年４月１日付けで企画調整室に１名、従来よりも職員

を増員しました。 

また、今回は令和元年度の業務実績評価になりますので、ここには書いてい

ませんが、情報管理課につきましても、昨年度まで６名の職員体制でしたが、

令和２年４月１日付で新たにプロパー職員を１人採用し、６名から７名の体制

に増強しています。これは、委員からのご質問のとおり、情報管理課の業務が

重要かつ増加しているためです。 
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○金井委員 ありがとうございました。 

 最後に１つだけ。先ほどご説明で、言語の問題もありというお言葉があった

んですけれども、今のシステムというのは言語は何を使っておられるんでしょ

うか。 

○西理事長 現行のシステムにおける言語はCOBOL（コボル）になります。私

も銀行の出身で、特にデリバティブを担当していたので、COBOLを使っている

ところはもう少ないと思っていますが、調べてみますと、信託銀行や年金関係

のシステムに関しては、厳格性というか、非常に定型的な事務を大量に処理す

るという意味で、COBOLという言語の適性が高いということがあり、全ての年

金関係のシステムがCOBOLから脱却しているということでもなく、むしろ、大

多数がCOBOLを使っていたり、最近、システム改修に取り掛かられているとこ

ろでも、COBOLとJAVAのハイブリッドになっていたりと、さまざまなケースが

あるため、COBOLの次期世代が見えてきた段階で検討を行うことになると考え

ています。 

 そのため、現時点において、言語の選択については、当基金の次期システム

構築委員会においては、まだ決定していませんが、他の公的年金を含め、情報

収集を行っており、各年金とも苦慮されているように聞いております。 

○金井委員 ありがとうございました。 

○佐々木課長補佐 他にございませんか。では、橋口委員、お願いします。 

○橋口委員 昨年度も同じ問題意識のもとで少しご質問させていただいたんで

すけれども、収入保険制度との関係なんですが、もちろん別な仕組みだという

ことは承知しておりますけれども、現場で訴える際に現役世代の収入の安定は

収入保険で、老後のリタイア後の生活の安定は農業者年金でなんていうふうに

訴えれば、相乗効果が出るのかなと思ったりしております。一方で、やっぱり

拠出する側からすると、お金の負担もあるでしょうし、あるいは窓口が違うと

いうこともあって、なかなかそういうふうにうまくいかないのかなと。 

 あるいは、窓口は違うと言いつつ、しかし農村の現場で有力な方など、こう

いう働きかけをする側の方は共通しているのかなとか、いろいろと、私の頭の

中で、この2つの制度はくっついたり離れたりするんですけれども、現実に、

この収入保険制度が始まって、農業者年金の仕組みとの関係で何か変化があっ
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たのかどうかとか、そのあたり、感触のようなことで結構なんですけれども、

ちょっと教えていただければと思います。 

○折原企画調整室長 収納保険に入る際には、青色申告が前提になりますが、

実際、各地において、収入保険の周知ということで、税務署等の関係者による

青色申告説明会が開催されています。 

 農業者年金の政策支援対象者も、同じように青色申告を行っている認定農業

者、あるいは認定新規就農者ですので、私どもの業務受託機関がその場に参加

して、農業者年金の説明をするケースもあると聞いています。。 

 ○佐々木課長補佐 百瀬委員、どうぞ。 

○百瀬委員 36ページの働き方改革についてお伺いします。中期目標の中で、

男性職員の育児休業取得など、職員のワークライフバランスの改善に取り組む

というふうに書いてございます。 

 男女共同参画局の資料を拝見したところ、平成29年、平成30年は男性で取得

可能者がいたにもかかわらず、取得実績はゼロでした。令和元年度はどうだっ

たのかというのをお教えいただきたいのが１点です。 

 また、平成29年の育児介護休業の改正法によって、労働者、あるいは、労働

者の配偶者が出産した場合は、育児休業などの情報を個別に労働者に周知する

という努力義務が事業主に課されています。これをきちんと実行しているかど

うかということがもう１点です。 

 さらにもう１点あるのですが、後で質問します。 

 

○渡邉総務部長 業務実績報告書の36ページの働き方改革の関係ですが、委員

からご発言がありました件も含め、働き方改革法の施行に併せて基金の就業規

則、非常勤の就業規則を策定いたしまして、令和２年４月１日に施行しました。 

 その中では、新型コロナウイルス感染症に係る特別休暇への対応等について

も規定していります。 

 また、このような規定等を新たに策定したとき、又は見直しをするときには、

職員に対して説明を行うこととしていますので、育児休業のことも含め、職員

には一通り説明をしているところです。 

 実際、男性職員で取得した者がいるかどうかということですが、昨年の実績
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ですと、出産した女性職員が産後休暇ということで、現在も休暇を取得してい

ます。 

 育児休業の取得の実績は、平成31年度から令和元年度にかけては、男性職員

について実績はなかったように思います。 

○百瀬委員 承知しました。 

 関連してですが、ちょうど昨日ぐらいに男性の産休の法制化の議論が新聞報

道されましたけれども、国家公務員の場合は、配偶者出産休暇と育児参加のた

めの休暇、これが７日間は認められていると思います。農業者年金基金も今回

就業規則をつくられたということですが、その中で国家公務員に準じて有給の

配偶者出産休暇と育児の参加のための休暇をつくったという理解でよろしいで

すか。 

○渡邉総務部長 制度としてはございます。 

○百瀬委員 それは前からあったのですか。今回…… 

○渡邉総務部長 今回の改正で、基本的には国に準じてということになってい

ますので、同じということになります。 

○百瀬委員 そちらの取得状況というのはどうでしょうか。国家公務員でも、

育児休業を取る人は余りいないですけれども、配偶者出産休暇はかなり高い割

合で取得されています。基金の男性職員の方の取得状況というのはどうでしょ

うか。 

○渡邉総務部長 実績としてはそれほどありません。 

○百瀬委員 承知しました。 

 それと、もう１点。女性職員の活躍の場を積極的に設けるという文言も、こ

の中期計画の中にあります。これも男女共同参画局に提出されている資料を見

ると、18人中管理職２人目標だというふうに挙げていますが、この２人という

目標は達成できそうでしょうか。 

○渡邉総務部長 令和元年度におきましては、女性職員の管理職相当への登用

は１名でしたが、令和２年４月１日付で管理職相当に登用した女性職員を増や

し、現在は３名となりました。 

○百瀬委員 承知しました。ありがとうございます。 

○佐々木課長補佐 金井委員、どうぞ。 
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○金井委員 スチュワードシップ活動のことで１点お聞きしたいのですが、た

しか基金がお持ちの有価証券は債券がほとんどで、余り株はないですよね。で

すので、株主としてのスチュワードシップ活動と債券の持ち手としての活動と

というのは、少し難しい面もあると思うんですけれども、どのようなスタンス

で活動されているかお聞かせください。 

○原田資金部長 資金部長の原田でございます。 

 基金の年金資産の運用は、国内債券、外国債券のほか、国内株式、外国株式

とがあり、特に株式に関しては、基金がみずほ信託銀行に委託を行い、再委託

によりアセットマネジメントOneが運用を行っているため、そちらで専門に見

ている部署があることや、運用受託機関を通じて議決権行使等を行い、スチュ

ワードシップ活動に取り組んでいます。 

 また、運用受託機関を選定するに当たり、スチュワードシップ活動の実績や

取組、これらの評価を行いつつ、どの運用機関に委託をするかを決めています。 

○西理事長 基本的に全てパッシブのインデックス投資になっているので、原

田部長の回答どおりの対応となりますが、債券のスチュワードシップ活動につ

いては、当基金の運用は、国内債券が71％を占めており、そのほとんどが国債

や政府保証債等であることから、運用受託機関であるみずほ信託銀行に対して、

どのようなスチュワードシップ活動を行うかについては、あまり厳しくは言っ

ていません。 

 やはり、株式に関する議決権行使について、運用受託機関の働きかけについ

ての内容を聞いて、必要があれば当基金のニーズをエンゲージメントに反映し

ていただくように話をしているというのが実態であり、債券に対するスチュワ

ードシップ活動という点では、まだこれからという感じです。 

○金井委員 分かりました。ありがとうございました。 

○佐々木課長補佐 橋口委員、どうぞ。 

○橋口委員 すみません、１つ。資料の扱いの確認なんですが、先ほど参考資

料の取扱いについてということでちょっとご説明ありまして、どちらにお聞き

すべきことですかね、よろしいですかね。 

 224ページの農業者年金基金法の一部改正について、これも機密性２の情報

という扱いになりますでしょうか。 
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○佐々木課長補佐 こちらは５月29日に国会で可決・成立しまして、令和４年

４月、５月から施行されるということで、オープンでございます。 

 では、百瀬委員、どうぞ。 

○百瀬委員 最後に１つだけ。 

 29ページの農業者年金記録管理システムに関してですけれども、このシステ

ムを利用して農業委員会とか農業協同組合の方に届け書等を作成してもらいた

いというのが願いだと思います。この数値、対前年度比で上がっているという

ことは喜ばしいことだと思いますが、この34％とか38％という割合は、基金と

してどういう評価をしているのでしょうか。やはりなかなかいろいろ事情があ

って、このぐらいが妥当というふうに思っているのか、あるいは、もっともっ

と高くしていかなければいけないとお考えでしょうか。自己評価というか、そ

のあたりを教えていただけますか。 

○深田業務部長 中期計画において、「事務処理遅延の防止及び業務の効率化

の観点から、システムを利用した届出書等の作成割合を増加させる。」とあり

ますので、今後もシステムの利用促進に取り組み、業務受託機関に理解を深め

ていただくことで、システムを利用した届出書等の作成割合を増加させていく

ことが必要であると思っています。 

○百瀬委員 承知しました。ありがとうございます。 

○佐々木課長補佐 他にございませんでしょうか。 

 では、ここで一旦、休憩時間を取らせていただきたいと思います。 

 15分ほど休憩ということで、こちらの時計で、３時45分から再開させていた

だきたいと思います。 

 それでは、ただいまから休憩とさせていただきます。 

                         午後３時３０分 休憩 

 

                         午後３時４４分 再開 

○佐々木課長補佐 少し早いですけれども、皆さん、おそろいのようですので、

後半部分を再開させていただきたいと思います。 

 議事にもありますとおり、主務大臣の評価案の説明ということでございます。

資料は、お手元にありますＡ４両面焼きの評価書（案）でございます。こちら
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をご覧いただきながら、ご説明させていただきたいと思います。 

 では、座って説明させていただきます。 

 まず、表紙をめくっていただきまして裏のほうになります。評価の概要でご

ざいます。評価対象の年度、期間等が載っておりまして、評価の実施者が書い

てあります。評価者の氏名は、今後、人事異動等も予想されますので、最終版

で記載させていただきたいと思います。次に、実施に関する事項ということで、

本日の理事長等へのヒアリング及び有識者会議の開催を記載しております。 

 ２ページ目の総合評定のページでございます。全体の評定は、こちらにあり

ますとおりＢということで考えております。「中期目標における所期の目標を

達成していると認められる。」ということでございます。評価に至った理由は

「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。」という

ことでございます。 

 あと、法人全体に対する評価ということで、「項目別評定においては、若い

農業者の加入の増加に向け、加入推進活動に取り組むことが求められるが、特

に重大な業務運営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。特に考慮すべき事項はございま

せんでした。 

 それから、主要な課題、改善事項ということで、こちらは後ほども触れさせ

ていただきますけれども、若い農業者の加入の拡大ということでございます。

先ほど来、コロナの話が出ておりますけれども、今年度は「令和２年度におい

ては、年間を通じて、新型コロナウイルスの影響により、加入推進活動に一定

の制約を受けるということも懸念されるが、活動内容に工夫を加えつつ戦略的

に取り組まれたい。」と書かせていただいております。 

 それ以降は、該当なし、でございます。 

 次に３ページ目です。こちらは項目別評定の総括表となっております。これ

は、いわゆる大項目、中項目、小項目の一覧表でございまして、「Ⅰ 国民に

対して提供するサービスその他の業務」というところが大項目になっておりま

す。その下に中項目、それから括弧書き数字が小項目ということで並んでおり

まして、これらを積み上げて、最終的に総合評価に至るという仕組みになって
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ございます。 

 ４ページ目でございます。こちらが、大項目の１つ目「国民に対して提供す

るサービス」の中項目の１つ目「農業者年金事業」でございます。主要な経年

データということで、アウトプット（アウトカム）情報、インプット情報を掲

載しております。 

 では、個々の評定に入らせていただきます。 

 まず、５ページ目ですけれども、こちらは農業者年金事業の中での小項目の

１つ目でございます。年度計画の（１）にあります「被保険者資格の適用及び

収納関係業務」というところでございます。 

 先ほど基金から説明いただきましたとおり、もともと項目というのは小項目

までなのですが、便宜的に更に細分化して評価し、それを積み上げて、この

（１）の小項目を評定するという方式を従来からとらせていただいております。 

 右端の主務大臣による評価の欄の評定のところで、評定に至った理由に書か

せていただいているとおりです。先ほど自己評価でございました細分化された

ア、イ、ウ、エのところです。それぞれ「手続の迅速化」がａ、「被保険者資

格の適切な管理」がｂ、「保険料収納業務」がｂ、「保険料の還付」がｂと。

それぞれ細分化されたものがａ、ｂ、ｂ、ｂということで、それらを積み上げ

て小項目としてｂといたしました。 

 次に、９ページになります。９ページは、年金等の給付業務でございます。

こちらにつきましても細分化されているものが３つほどございまして、基金の

自己評価どおりと主務省でも考えております。自己評価の中での「手続の迅速

化」がａでした。それから、「受給漏れ防止」がｂ、「適切な年金給付」がｂ

ということで、自己評価どおりと考えております。そのことが確認できたとい

うことで、これらを積み上げて小項目としてｂと考えております。 

 次に、12ページのほうに移らせていただきます。 

 12ページは、（３）の情報管理システム業務です。こちらにつきましても、

必要性及び緊要度を検討して計画的にシステムの改修等を行ったということで、

自己評価のｂが妥当であると確認できましたので、主務省の評価もｂと考えて

おります。 

 次、14ページ目に移らせていただきます。 
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 こちらは大項目のうち２番目の中項目「年金資産の安全かつ効率的な運用」

でございます。主要なインプット情報も載せております。 

 15ページでございます。「（１）基本方針に基づく安全かつ効率的な運用」

というところです。こちらにつきましては、基金からご説明いただいたとおり

なのですが、「評定に至った理由」で少し書かせていただいています。読み上

げますと、「年金資産の管理・運用については、年度末にかけて新型コロナウ

イルスの影響により厳しい運用環境に直面したが、年間を通じて、基本方針に

基づき、安全かつ効率的に運用を行ったものと認められる。」ということです。 

 あと、なお書き以降は、昨年と同じですけれども、被保険者ポートの外部委

託部分の各資産の収益率と、ベンチマーク収益率との乖離については、別途、

確認はしておりますので、これらを総合的に勘案してｂと考えております。 

 元年度においては、２月ぐらいまではかなりプラス運用だったんですけれど

も、３月になってコロナの影響をもろに受けたという感じで、最終的には修正

総合利回りがマイナス２程度だったということです。 

 ただ、コロナウイルスという今まで経験したことないような、かなり大きな

金融環境の変化の中で、マイナス２で済んだという視点もあろうかと考えてお

ります。ちなみにＧＰＩＦとかですとマイナス５ぐらいまで下がっていたかと

思いますけれども、そうした中で基金では安全かつ効率的な運用ということで、

マイナス２にとどまったということもありまして、ｂと評価したいと思います。 

 次に、16ページの（２）資金運用委員会等によるモニタリングです。こちら

は業務実績に書いてあるとおりでございます。運用委員会等で運用状況、運用

結果の評価・分析等を行い、経営管理会議でモニタリングも適切に行われたと

思われますので、自己評価と同じくｂと考えております。 

 次に（３）政策アセットミクスの検証・見直しです。先ほど理事長からお話

がございましたけれども、もともと政策アセットミクスの見直しについては、

時間をかけて適切に検討が進められていたところですけれども、２月、３月の

コロナの発生により見通しが立ちにくい状況となったため、アセットミクスの

見直しは一旦中断し、今後、必要な検討を続けていくということです。こうし

たことも踏まえて主務省評価案はｂとしております。 

 それから、17ページですけれども、（４）の運用の透明性の確保です。こち
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らもホームページで公表して加入者にも通知しているということ、また、それ

以外の必要な部分も公表しているということで、自己評価と同じくｂと考えて

おります。 

 18ページになりますが、（５）スチュワードシップ活動の実施です。こちら

も先ほど補足で説明がございましたけれども、スチュワードシップ責任を果た

すということで活動して、議決権行使などの結果をホームページに公表してい

るということで、適切になされていると判断しております。自己評価書と同じ

くｂということでございます。 

 次、19ページに移らせていただきます。 

 こちらは大項目の３番目「農業者年金制度の普及推進及び情報提供の充実」

という中項目でございます。アウトプット情報、インプット情報、それぞれ載

せてございます。 

 個別評定のほうですが、20ページからです。 

 （１）政策支援の対象となる若い農業者の加入の拡大です。こちらにつきま

しては、基金の自己評価はｂということでございました。主務省評価としまし

ては、この右端にございますとおりｃと考えてございます。一義的には、定量

目標の22％に少し届かなかったというのがございます。 

 22％に届かなかったやむを得ない事情とかもあるのか、主務省でも検討いた

しまして、この「評定に至った理由」のところに書かせていただいていますけ

れども、台風被害については９月とか10月にあったということで、台風15号、

19号の月の新規加入の状況を県別に見たのですが、被災地域とそれ以外の地域

ではっきりした差といいますか、明確な特徴というのが見いだしにくかったと

いうことがございます。 

 あと、ここ数年間、こういった台風、大雨とかの自然災害がもう毎年続いて

発生しているということもございますので、令和元年度に限った話でもないの

かなということもございます。 

 それから、新型コロナウイルスの影響についてですが、こちらについては、

特に年度末にかけて戸別訪問を自粛しないといけなかったとか、そうした制約

があったのではないかと考えておりまして、その影響が最終的に数字にもつな

がったのかなということも推察しました。元年度の３月の加入者が例年と比べ
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かなり少なかったという説明もあったことから、主務省で調べたところ、過去

５年間の３月の新規加入実績より70人ぐらい落ち込んでいたという実態もござ

いました。このため、落ち込んだ分を一度過去５年並みに戻してみて、その上

でもう一度、分母分子で率を試算してみたのですが、それでも残念ながら22％

には少し届かなったということもございまして、これらを総合的に勘案いたし

まして、目標未達成はやむを得ない事情によるとは認めがたいと考えまして、

最終的にｃ評定とさせていただきました。 

 「指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策」については先ほど述べさせて

いただいたとおりです。令和２年度もコロナウイルスの影響が大きいと思うの

ですが、こうした中でどのように工夫すれば良いか、非接触型とかあるかもし

れませんが、いろいろと基金でも工夫していただいて、できるだけ落ち込みが

少なくて済むように取り組んでいただければというふうに考えております。 

 次、21ページにいきます。21ページの（２）女性農業者の加入の拡大です。

こちらは自己評価ａということでございました。実績が、数値目標を大きく上

回り、ａ相当の達成度合いだということで、主務省でもそのとおりだと理解し

ておりまして、自己評価どおりａということで書かせていただいております。 

 それから、22ページの（３）加入推進活動の実施でございます。こちらにつ

きましては、自己評価がａということでございます。主務省の評価案もａとい

うことで考えております。評定に至った理由ですけれども、こちらに書かせて

いただいていますとおり、まず取組方針を作成し、周知徹底して、各種取組を

行ってもらったと考えております。 

 あと、重点県の関係ですけれども、各種働きかけを重点県にやっていただい

て、重点県以外と比べますと、新規加入の実績が大きく上回っているというの

が数字でも表れているということでございます。 

 あと、ターゲットランキングですとか手引書とか動画とかロゴマークとか、

いろいろ新たな取組をしていただいております。年度計画に書いている以外に、

創意工夫して新たな取組をしていただいたということでございます。 

 こうしたものをまず評価させていただいたという上で、なお書きの後半部分

に書いておりますけれども、中期目標では都道府県別の新規加入者の達成状況

というのを見るということになっております。新規加入者の実数目標について
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全体で3,800人とか若い人で2,800人という目標を基金で設定し、その達成状況

ということなりますが、もともと実数の目標については、前の中期目標期間の

それぞれ月別の最大値を積み上げたということで、ある意味、目一杯の数字で

あるということと、背景として、その当時の基幹的農業従事者数と、直近の数

を比較しますと、大幅に減少しているというふうに考えられます。これまでも

ずっと減ってきたところですが、ここへきて、無視できないぐらい相当大きな

減少ではないかなと思われまして、加入者の実数が目標を下回ったということ

ではありますけれども、ターゲットである基幹的従事者も大幅に減っていると

いうことを鑑みれば、達成状況が十分ではないとは一概に言えないのではない

か考えたところです。 

 こうしたことも総合的に勘案しまして、取組十分であり、目標を上回る成果

があったということで、ａ評定とさせていただきたいと思います。 

 次、24ページでございます。（４）の加入推進活動の効果検証です。こちら

もアンケート等の結果分析をして加入推進の取組に活用したなど、計画どおり

取り組んでいただいておりまして、自己評価のｂが相当と考え、主務省もｂと

しているところです。 

 25ページですが、（５）のホームページ等による情報の提供です。こちらも

各種リーフレット、ポスター、ロゴマーク、スマートフォンでの閲覧等、積極

的に情報提供を実施していただいているということでございまして、自己評価

と同じくｂと考えております。 

 次、27ページに移らせていただきます。 

 27ページは、大項目の２番目「業務運営の効率化」です。そのうちの中項目

の１つ目「業務改善の推進」になります。 

 これにつきましては、マイナンバーを利用した業務改善の検討及び制度改正

に係るシステム改修ということで、先ほどお話がございましたけれども、法案

が成立したということで、制度改正に関係するシステム改修がまず喫緊の事項

ということで、検討や要件定義などの洗い出しを始めていただいていると承知

しています。今後も継続的にやっていただき、あとは予算要求をにも反映して

いくことになります。 

 マイナンバーの関係は、住民票情報から戸籍情報への変更となり、これも、
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合理的な理由があると思われますので、自己評価書のＢのとおり、主務省もＢ

と判断したところでございます。 

 それから、次、29ページに移らせていただきます。こちらは、中項目の２番

目「電子化の推進」でございます。中項目としてはＢなのですが、その内訳と

なる小項目の（１）農業者年金記録管理システムの利用促進ということで、こ

ちらは目標が前年度実績を上回っており、上回った程度については、先ほど、

委員からご意見がございましたけれども、達成率でみるとｂ相当であるという

ことで、自己評価書のｂのとおりと考えております。 

 次に、（２）のマイナンバーによる情報連携です。こちらにつきましては、

委員からもご質問、ご意見等がございましたけれども、マイナンバーの関係で

中間サーバにエラーが発生したということで、復旧なりに少し時間が掛かった

ということもあったかと思いますけれども、その原因究明にいろんな方面から

検討を試みて、結果的には時間がかかってしまったということでした。加入者

への影響は特段なかったことや、再発防止策として作業マニュアルの強化を行

ったとともに、保守契約を結んで再発防止を図るということも検討していると

いうことで、大きな問題には至らなかったと考えております。 

 あと、先ほども少しやり取りがございましたけれども、職員の体制として、

情報管理課や企画調整室で人員補充して、今後の対応のために人材的にも強化

したということもございますので、自己評価どおりｂでよろしいのではないか

と考えたところです。 

 それから、次、32ページでございます。中項目の「運営経費の抑制」の中の

（１）一般管理費及び事業費の削減です。こちらも小項目が細項目的に２つに

分かれておりまして、１つ目が削減のほうですけれども、３％に対して4.5％

ということで、これはａ相当であろうと考えております。それから、事業費も

１％に対して1.1％、これはｂ相当であろうと。このａとｂを足して小項目と

しては、ｂ評価とさせていただきたいと思います。 

 それから、33ページ、（２）給与水準の適正化です。こちらについても給与

規定等の見直しを行い、ラスパイレス指数を踏まえた給与水準となったという

ことを公表しているということで、自己評価どおりｂと主務省でも考えており

ます。 
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 次、35ページになります。35ページは中項目の４番目の「調達の合理化」に

なります。こちらは中項目だけの評価ですけれども、こちら合理化計画に基づ

いて競争参加を促し、随契、一者応札とも目標の範囲内になったということで、

自己評価どおりＢと考えております。 

 それから、その36ページですけれども、中項目の５番目の「組織体制の整

備」になります。そのうちの１つ目が組織体制の整備。こちらも必要な組織体

制と人員配置が適正に行われていると考えますので、自己評価どおりｂと考え

ております。 

 それから、（２）「働き方改革の推進」です。こちらは、超過勤務がかなり

縮減されているということもございます。あと、ワークライフバランスの改善

に向けた規程等の改正なども説明がありました。そうしたことも踏まえ、自己

評価どおりｂと考えている次第です。 

 それから、38ページは大項目の３つ目になりまして「財務内容の改善」です。

このうち中項目は１つなのですが、その中の（１）業務の効率化を反映した予

算の策定と遵守です。これは、先ほどと同じく削減目標が３％、１％に対する

もので、こうした目標を踏まえて予算を作成して運営したということで、自己

評価どおりｂと考えております。 

 39ページですが、「決算情報・セグメント情報の開示」です。決算情報は、

先週、主務大臣が決裁して承認いたしましたので、速やかに基金ホームページ

でも公表されるものと思っております。こちらもｂということです。 

 次に、（３）業務達成基準に基づく会計処理の適切な実施です。こちらも、

収益化単位の業務ごとの当初配分を行い、四半期までに再配分を適切に行った

ということで、自己評価どおりｂと考えております。 

 それから、（４）貸付金債権等の適切な管理等です。こちらも、従来どおり

債権分類の見直しを行い、滞納者の実態把握を踏まえた管理・回収が適切に行

われているということで自己評価どおりｂと考えております。 

 40ページですが、（５）長期借入金の適切な実施です。こちらにつきまして

は、金利の低下が進んでいるという中ではありますが、支援業者と連携して入

札参加者を増やすように努力され、応札しやすい工夫もして、結果的に借入利

率が0.000％ということで最も低い借入利率となっております。国有林野の特
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別会計と同じく0.000％で借り入れできたということは、高い評価に値すると

考えまして、これも自己評価どおりａということで考えております。 

 41ページの予算（人件費の見積りを含む）です。収支計画及び資金計画とい

う大項目ですが、こちらは再掲ということで先ほどと同じものです。削減３％、

１％に対する実績ということで、２つ合わせてｂということです。 

 42ページは予算、収支計画、資金計画に基づいて資金配分を行ったというこ

とで、自己評価どおりｂとしております。 

 次に、43ページの「短期借入金の限度額」ですが、これは実績なしというこ

とです。 

 44ページは職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標

を含む。）です。新任者研修、専門研修等が適切に実施され、人材育成も図ら

れており、適正な人員配置も行われていると判断しまして、自己評価どおりｂ

と考えております。 

 45ページは（２）人員に関する指標ということで、常勤職員74人としており

ますので、自己評価どおりｂということでございます。 

 46ページで、積立金の処分に関する事項です。こちらも、前の中期目標期間

から繰り越した貸付金等債権、その償還による現預金が、計画どおり旧年金等

に充当されているということで、自己評価どおりＢと考えております。 

 48ページに移りますが、内部統制の充実・強化です。小項目の１番目の「経

営管理会議による内部統制の充実・強化」ということで、理事長から行動指針

が周知され、経営管理会議等でモニタリングも適切に実施されているというこ

とで、自己評価どおりｂと考えております。 

 49ページは、（２）コンプライアンスの推進です。こちらにつきましても、

コンプライアンス委員会を開催し、研修も実施され、取組状況をホームページ

で公表したということで、自己評価どおりｂと考えております。 

 50ページは、（３）リスク管理の徹底です。こちらもリスク管理委員会を開

催して、マニュアルを見直し、経営管理会議でモニタリングしたということで

適切に実施されていると考えまして、自己評価どおりのｂとしております。 

 （４）内部監査は、計画どおり内部監査が実施されたということでｂという

ことでございます。 
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 51ページにいきますと、情報セキュリティ対策及び個人情報保護の強化・徹

底ということで、こちらもセキュリティポリシーや実施手順書が一部改正され、

また、委員会で取組状況が確認されております。あと、インシデント対応訓練

も適切に行われているということで、自己評価どおりｂと考えております。 

 52ページは、個人情報保護対策の推進です。こちらも、委員会で不適正アク

セスの監視や、実施手順書の遵守状況等の点検も行われているということで、

全般が適切に実施されたということで、自己評価どおりｂと考えております。 

 53ページに移りますと、（３）研修等の実施ということで、各種研修が行わ

れております。これらを開催して、自己点検や標的型メールの攻撃訓練なども

適切に行われているということで、自己評価どおりｂと考えております。 

 次は54ページになります。情報公開の推進ということで、こちらは役職員の

報酬、給与水準のホームページでの情報公開、その他資産保有状況等も公表が

適切にされておりまして、自己評価どおりＢということでございます。 

 55ページは、業務運営能力の向上等ということで、まずは（１）研修の充実

です。こちらは、新任者研修、資産運用関係では専門的な民間研修も活用した

研修実施、さらに理解度テストなども行われておりまして、研修が充実してい

ると考えております。ということで、自己評価と同じくｂと考えております。 

 56ページは、（２）委託業務の質の向上ということで、これは、考査指導に

なります。こちらは計画に即して効率的に考査指導が実施されていると判断し

まして、自己評価と同じくｂということでございます。 

 いま説明させていただきました各項目の評価は、３ページ目の総括表に転記

されていまして、小項目を加重平均すると中項目は全てＢになり、大項目も全

てＢになって、総合評価もＢになるという形で整理したところでございます。 

 私の説明は以上です。 

 それでは、主務省評価（案）につきまして、ご質問等ございましたら、お願

いいたします。 

○百瀬委員 20ページのところですけれども、基金側は２月から３月にかけて

新型コロナ感染症の影響で活動がなかなかできなかったというふうに述べてい

ます。それに対して主務大臣による評価だと、３月分しか考慮していないです

よね。 
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○佐々木課長補佐 はい。 

○百瀬委員 ２月分の減少というのは余り見られなかったということなのか、

あるいは、２月分の減少を入れても22％には届かないのか、その辺りはいかが

でしょうか。 

○佐々木課長補佐 そうですね。当課の判断として、コロナの影響、いわゆる

自粛が世の中に定着し、その辺がはっきりしてきたのが３月なのかなと考えま

して、そこで影響として捉えた場合、３月分を勘案するということでよいので

はないかと考えた次第です。 

○百瀬委員 実際、基金側から２月はなかなか活動ができなかったというよう

な主張があれば、説明していただきたいのですけれども。 

○折原企画調整室長 特に、前年度より落ち込んだ北海道、岩手県、山形県、

千葉県、長野県、和歌山県を含めて全県を対象に、新規加入者数が減少した月

別の理由を調査しました。 

 その結果、２月と３月はコロナウイルスに伴う活動自粛の影響があったとの

回答を得ていますので、３月だけではないと考えています。 

○百瀬委員 ということなんですけれども、いかがでしょうか。実際に加入者

は２月も例年に比べて減っているんですよね。 

○佐々木課長補佐 そうですね。 

○百瀬委員 そうすると、３月だけではなくて２月の分も考慮する必要がある

のではないでしょうか。もちろん、評価をする上で、そもそも、そういうのも

込みで22％じゃなきゃ駄目なんだという判断もあり得ると思います。ただし、

ここで主務大臣がコロナの影響を配慮するという判断をしたのであれば、なぜ

３月だけなのかという疑問が生じます。基金の主張と食い違いがあるのですけ

れども。 

○佐々木課長補佐 そうですね。２月の勧誘活動に全く影響がなかったとは言

えませんが、２月の活動についても、３月の加入実績に表れるのではないかと

いう側面があると思います。３月はいわゆる追い込み時期であり、戸別訪問を

それまで２、３回やってきて、最後に駄目押しで戸別訪問をした結果、３月に

加入してもらったというケースも多いため、２月の活動の効果が大きく出るの

は、やはり３月ではないかなと想定したところです。その上で、自粛ムードが
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世の中ではっきり定着したのが３月であることも踏まえ、より分かりやすく

「影響は３月」とさせていただいたところです。 

○百瀬委員 北海道はどうでしたか。北海道も３月でしたか。 

○佐々木課長補佐 北海道は少し早かったかもしれません。 

○百瀬委員 ですよね。そうすると、今、北海道という話がありましたが、実

際、２月の加入者も北海道の落ち込みが激しかったりするわけですよね。その

あたりはいかがでしょうか。 

○佐々木課長補佐 そうですね。北海道は加入者全体の中で大きなシェアを占

めるため、北海道の実績が全体数に大きく影響するというのはあるのですが、

仮にコロナの影響で北海道も２月の活動が低調であったとしても、２月の加入

実績にすぐ表れたのかという点も判断しづらいところがあり、数字で勘案する

とすれば３月分かなということで整理したところです。 

○百瀬委員 はい、分かりました。もし時間的な余裕があれば２月分を反映し

て計算して、22％いくかどうかを確かめる作業をしてもいいのかなとは思いま

すが、いかがでしょうか。ご判断はお任せします。 

○佐々木課長補佐 そうですね。省内でも、数字が全てだという意見もあった

中で、単に数字が低いということだけではなく、コロナの事情を踏まえても、

22％には届かなかったということで整理させていただきました。 

○百瀬委員 承知しました。主務大臣としては、３月の影響のみ認めるという

ことですね。 

○佐々木課長補佐 そうですね。そうさせていただければと思います。 

○百瀬委員 承知しました。 

○橋口委員 ２月分を計算するとなると、これ多分、都道府県別に全部細かく

やらないといけなくなるのかなという気はします。少なくとも首都圏は２月は

全く影響がなかったと思うんですよ。私がよく覚えているのは、２月27日、28

日で学生と合宿に行っていましたので、２月の影響を見るとしたら、都道府県

別に全部、どれだけ影響があったかを計算しないと、より正確なことは言えな

いのかなというふうに思います。 

○佐々木課長補佐 ありがとうございました。では金井委員どうぞ。 

○金井委員 22ページの加入推進活動の実績についてです。昨年度、随分議論
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がなされたことだと思いますけれども、基金が設定した目標自体がかなり厳し

いもので、それを達成はしていないけれども、相当の努力をされたことが認め

られるのでａ評定という、そういうストーリーでいいですか。 

○佐々木課長補佐 はい。 

○金井委員 この数値目標というのは、いつまで影響を受けるんですかね。 

○佐々木課長補佐 今の中期目標期間における毎年度の新規加入者実数目標と

いうことで、基金で設定してもらっています。 

○折原企画調整室長 令和２年度が最終年度となります。今、農業団体が設定

している年間新規加入者数3,800人（全体）という目標は、第４期中期目標期

間における前半３か年の目標です。このため、今年の秋から冬にかけては、後

半２か年の目標を設定することとなります。 

○金井委員 じゃ、今回で終わり。 

○折原企画調整室長 そうです。令和２年度が最終年度となります。 

○金井委員 また新しい数値目標を設定されるという。 

○折原企画調整室長 今後、業務受託機関である農業団体とも調整して、後半

２か年の目標を設定することとなります。第４期中期目標に示された主務省に

よる目標は、基幹的農業従事者に対する被保険者の割合となっていますが、や

はり、割合ではなく絶対数にしないと、皆さんが理解できません。現在の目標

は、金井委員のご指摘のとおり、かなり意欲的なものですが、この数値を各県

と各市町村に振り分けて、加入推進活動に取り組んでいます。基金では、数値

目標の達成状況を踏まえた表彰事業を行っていますが、皆さんは、表彰の対象

となるよう努力していることもあり、かなりインセンティブになっています。

絶対数の目標設定は、そのようなメリットも有していますが、いずれにしても、

後半２か年の目標については、秋口から検討していきたいと思います。 

○金井委員 分かりました。 

○佐々木課長補佐 基幹的農業従事者の減り具合というのも、2015センサスと

比べてみたのですが、基幹的農業従事者は、2015年当時と比べ、５割から７割

ぐらいまで落ち込んでいるんですね。 

 方や、基金の立てた実数目標に対する達成状況ですけれども、これも、大体

６～７割か、７割後半ぐらい。基幹的農業従事者がここまで落ち込んでいる、
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すなわち加入推進のターゲットが余りにも減り過ぎている中で、加入者実数が

７割台ということでもって、達成状況が低いとまでは言えないのではないかと

主務省でも判断材料として考えたところです。 

 他に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、これで議事次第の主務大臣の評価案まで終わりました。 

 議事次第の「その他」ということで、全体を通して言い忘れたこと、ご質問

とか、もしございましたらお受けいたしますが、よろしいでしょうか。 

 特にございませんでしたら、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、出来上がり次第、各委員の皆様に内容を確認

いただいた上で、農水省のホームページに公開させていただきたいと思います。

なお、速記録を事前にご覧いただくようにいたします。 

 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させて

いただきます。 

 委員の皆様方におかれましては、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。 

                         午後４時３６分 閉会 


