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独立行政法人評価委員会農業者年金基金部会 

 

                         日時：平成２７年７月３１日（金） 

                         会場：農林水産省共用第１会議室 

                         時間：１４：１４～１６：４７ 

 

 

 

               議  事  次  第 

 

     １．開  会 

     ２．議  事 

     （１） 平成26年度業務実績報告書について 

         ・平成26年度の業務実績等について基金からの報告 

         ・質疑応答 

     （２） 独立行政法人農業者年金基金の平成26年度に係る業務の実績に関する評価 

         結果（案）について 

         ・（独）農業者年金基金の平成26年度業務実績に対する評価結果（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２時１４分 開会 

○菅原数理官 それでは、定刻となりましたので、ただ今から独立行政法人評価委員会農業者

年金基金部会を開催させていただきます。 

 本来であれば、初めに出席者のご紹介などを行うところでございますが、時間の関係もござ

いますので割愛させていただきます。 

 なお、委員として出席されております３名の方につきましては、資料に名簿を添付してござ

います。 

 それでは、議事次第に従いまして、初めに独立行政法人農業者年金基金から平成26年度の業

務実績等についてご報告いただき、その後、質疑応答をさせていただきます。 

 また、本日議論いただいた内容につきましては記録させていただき、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、ご了承願います。 

 では、農業者年金基金からご説明をお願いいたします。 

○下條企画調整室長 では、企画調整室長の下條といいますが、よろしくお願いします。 

 26年度の業務実績等報告書をご説明させていただきます。 

 めくっていただきまして、まず、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。 

 ここに主要な経年データとありますのは、まず①主要なアウトプット情報としまして、指標

として標準処理期間内処理割合の数字。それから、申出書等の返戻率の数字。それから、20歳

から39歳の基幹的農業従事者に占める農業者年金の被保険者の割合の数字と、その増加のポイ

ント数を示しております。 

 ②番で、主要なインプット情報としましては、ここに予算額、決算額等書いてありますが、

これは当基金の業務全体の金額及び人員数を記載しております。 

 それから、③の評価の参考となるデータですが、本文の記述と関連があるデータとして、加

入推進特別研修会の開催会場数、そのうち事例紹介を行った会場数、それから外部専門家を派

遣した会場数、あと、効果測定の結果、それから、制度の認知度の数字を書いております。 

 本文を説明させていただきます。 

 まず、第一の農業者年金事業ですが、計画では、被保険者資格の適正な管理について、農業

者年金被保険者資格記録と国民年金被保険者記録との整合性を図るために、両記録の突合を行

うとしています。また、５月と11月に業務受託機関にその不整合記録の情報を提供しまして、

被保険者に必要な申出書等の提出を行うように働きかけをするとしておりました。 
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 評価の視点としましては、計画どおり両記録の突合を行ったかどうか。その結果、不整合と

なった被保険者等に対し、必要な申出書等の提出を遅滞なく行うように働きかけているかとい

う観点から評価をいたしました。 

 業務実績ですが、今説明しました計画どおりに行いましたので、その旨をここに書いてあり

ます。 

 評定のほうは、計画どおり農業者年金と国民年金の被保険者資格記録の突合をいたしまして、

不整合となった者について働きかけております。その結果、不整合者も減少していますので、

ｂと評価をいたしました。 

 次に、年金裁定請求の勧奨です。 

 先に評価の視点を見ます。65歳の誕生日になる１カ月前に、裁定請求の勧奨を文書で毎月実

施しているかという観点から評価をするとしました。 

 業務実績ですが、農業者年金の受給権が発生する者に対して、年金等の受給漏れとならない

ように、新制度または旧制度に加入し、待期者となっている者につきまして、65歳の誕生日に

なる１カ月前に該当する者全ての方に対して、裁定請求の勧奨を文書で毎月行う等、速やかな

裁定請求書の提出を働きかけをしました。 

 その結果、勧奨文書送付対象6,519人のうち、裁定者5,939人となりまして、勧奨文書送付対

象者に対する裁定割合は91.1％でありました。 

 評定ですが、計画どおり実施をしましたので、ｂと評価いたしました。 

 次に、申出書の迅速な処理です。 

 評価の視点としましては、標準処理期間内処理割合が97％以上となっているか。処理状況の

調査結果を計画どおり公表しているかという視点から評価をすることとしました。 

 業務実績ですが、申出書等の標準処理期間内の処理割合は、８月処理分が98.30％、２月処

理分が97.16％で、平均の割合は97.66％でした。この結果を翌月に基金ホームページで公表し

ました。期間内に処理できなかったものにつきましては、その原因を調べた結果、主な原因と

して届出書等の記入漏れ等の整備に時間を要したこと、添付書類の準備及び記入内容の確認に

時間を要したこと等であります。 

 評定ですが、標準処理期間内の処理割合は目標の97％以上となっており、また、結果を計画

どおり公表し、また、期間内に処理できなかったものについてはその原因を把握していますの

で、ｂと評価しました。 

 次に、前年度に見直した申出書等の標準処理期間内の短縮ですが、それに合わせまして迅速
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な処理をするという項目ですが、評価の視点としましては、短縮された標準期間内にどの程度

処理ができているか。また、申出書返戻率が10％よりも下がっているかという観点から評価い

たしました。 

 業務実績ですが、前年度に見直した標準処理期間内の短縮に合わせまして、前述のとおり10

0％に近いレベルでの標準期間内の処理を行いました。26年度の返戻件数は781件で、返戻率6.

5％でありました。 

 評定でございますが、標準処理期間は大幅に短縮され、その標準処理期間内の処理は100％

に近いレベルであり、また返戻率は10％を下回っていますので、ｂと評価いたしました。 

 次に、年金資産の安全かつ効率的な運用です。 

 （１）、また（２）、（３）、これは評価の視点としましては、年金給付と準備金運用の基

本方針に基づいて運用しているか。また、資金運用委員会で運用状況及び運用結果の評価・分

析等を行っているか。資金運用委員会で年金資産の構成割合を検証しているか。検証の結果を

踏まえ、必要に応じ見直しを行っているかという視点から評価をするとしました。 

 業務実績ですが、年金給付と準備金運用の基本方針に基づきまして、年金審査を被保険者、

受給権者、被保険者危険準備金、受給権者危険準備金の各ポートフォリオに区分をして、基本

方針に定めた全ての遵守事項を遵守しつつ運用を行いました。 

 また、外部の有識者で構成された資金運用委員会を６月に開催しまして、25年度の運用状況、

運用結果に対する評価・分析等を行いました。また、３月に開催をしまして、当基金の運用に

ついて検討を行いました。政策アセットミクスにつきましては、６月及び３月の資金運用委員

会において検証し、直す必要はないとの結論を得ました。 

 また、金融庁において、日本版スチュワードシップコードが策定されたことを受けまして、

９月に当基金の特性を踏まえた上で、「スチュワードシップ責任を果たすための方針」を策定

し、ホームページで公表しました。 

 評定ですが、年金給付と準備金運用の基本方針に基づきまして運用を行い、資金運用委員会

を計画どおり開催して評価・分析を行い、年金資産構成割合について計画どおり検証を行い、

見直す必要はないとの結論を得ました。これらのことから、ｂと評価しました。 

 次に、年金資産の構成割合関係ですが、この項目、評価の視点としましては、年金資産の構

成割合、運用成績等について、計画どおり公表しているか。また、加入者に対し計画どおり運

用結果を通知しているかという視点から評価をするとしました。 

 業務実績ですが、年金資産の構成割合、運用成績等につきまして、６月、８月、11月、２月
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にホームページで公表しました。全ての加入者及び待期者に対しまして、保険料納付額及びそ

の運用収入等の額を６月に通知をしまして、あわせてホームページ等で掲載しました。 

 評定ですが、計画どおりホームページで公表し、また、計画どおり運用結果を通知しました

ので、ｂと評価しました。 

 次に、年金資産の運用に関するガバナンスの強化関係ですが、この項目の評価の視点は、外

部運用を委託する運用受託機関名を公表し、資金運用委員会の委員名簿、設置内規及び議事内

容を公表しているかという視点としました。 

 業務実績ですけれども、計画どおり運用受託機関名を６月にホームページで公表しました。

また、資金運用委員会の議事内容について、８月、４月にホームページで公表しました。委員

名簿と設置内規につきましては、３月にホームページで公表をしました。 

 評定ですが、計画どおり公表をこれらはいたしましたので、ｂと評価いたしました。 

 次に、３番、制度の普及推進及び情報提供の充実です。 

 （１）平成26年度に達成すべき加入推進目標の設置ですが、計画では20歳から39歳の基幹的

農業従事者に占める農業者年金の被保険者の割合を、中期目標期間中に20％に拡大することを

目指し、26年度に20歳から39歳の新規加入者を2,700人確保し、同割合を前年度末から平成26

年度末までに1.1ポイント増加させる。そのため、都道府県別の目標を設定して、下記の加入

推進に取り組みますとしておりました。 

 評価の視点ですが、20歳から39歳の基幹的農業従事者に占める農業者年金の被保険者の割合

が、前年度末よりも1.1％増加しているか。また、同割合が29年度末までに20％に拡大するこ

とを目指して増加しているかという視点から評価することとしました。 

 業務実績ですが、25年度末の20歳から39歳の基幹的農業従事者に対する年齢層の被保険者割

合は、16.9％でありました。26年度末の同年齢層の被保険者数は１万4,063人で、同年齢層の

基幹的農業従事者に対する割合は、同基幹的農業従事者数を前年度と同じ数字であるとした場

合には17.0％であり、この場合は0.1ポイント増加となります。同割合を24年度末の14％から2

9年度末までに20％にするには、中期目標期間中、毎年度1.2ポイントずつ増加させていく必要

があります。この場合、26年度末時点では16.4％であり、実績はこれを上回っております。 

 なお、ポイントの増加という目標に対する実数の目安といたしました20歳から39歳の新規加

入者2,700人の確保につきましては、その実績は1,815人でありました。この減少要因につきま

して、新規加入者アンケート、受託機関に対する減少要因アンケート、都道府県別加入者実績、

市町村別加入者実績等をもとに分析をしたところ、26年度の米価の大幅な下落等の外部要因に
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よる影響が大きいことが推定されました。 

 評定ですが、20歳から39歳の基幹的農業従事者に占める農業者年金の被保険者の割合の計算

に必要な26年度末の同年齢層の基幹的農業従事者数が、27年が農林業センサス年であり、自己

評価時点で利用できませんので、このため前年度の基幹的農業従事者数を用いた場合には、1.

1ポイント増加の目標に対しまして0.1ポイント増加でありますので、ｄ評価相当でありますが、

同時に、同割合を24年度末の14％から29年度末までに20％にする場合には、26年度末時点で16.

4％であり、これよりも上回っている点ではｂ評価相当でありますので、両方勘案して自己評

価ではｃ評価といたしました。 

 それから、次に、加入推進取組方針に基づく加入推進活動の実施ですが、計画では26年度に

おける農業者年金の加入推進取組方針を作成し、政策支援への加入を初め、若い農業者に重点

的に加入を進めることを明確化にします、また、業務受託機関の担当者会議等において、当該

取組方針の徹底を図りますとしておりました。 

 また、都道府県段階の受託機関におきまして、新規就農者等が集う機会等を活用して、政策

支援の仕組み等制度内容についての説明、リーフレットの配布を行い、適切な働きかけを行う

としました。また、効果的な加入推進を図る観点から、新規加入者に対するアンケートを実施

し、当該新規加入者に係る基礎データの収集・分析を行い、その効果を検証しますとしており

ました。 

 評価の視点ですが、若い農業者を重点とする加入推進取組方針を作成し、その周知徹底を図

ったか。また、都道府県段階の受託機関が新規就農者等にリーフレットの配布、説明等を行い、

働きかけを行ったか。また、新規加入者アンケート調査により、基礎データの収集・分析を行

い、効果検証をしているかという視点から評価することとしております。 

 業務実績ですが、若い農業者に重点的に加入を勧めることを明確にした加入推進取組方針を、

４月、業務受託機関宛てに発出をしました。また、年度当初の受託機関の担当者会議で、取組

方針について説明を行い、取組の徹底を図るとともに、受託機関からの実績報告により、取組

の実施状況を確認いたしました。 

 次に、都道府県段階の受託機関におきまして、新規就農者が集まる機会や農業協同組合の青

年部組織の会合、及び就農フェア等の新規就農希望者が集まる機会や、農業大学校で、リーフ

レットの配布、説明等を行い、働きかけを行いました。 

 また、税務相談会や認定農業者の集まる機会に制度紹介を行い、働きかけを行いました。 

 26年度の新規加入者アンケートを実施しまして、保険料の負担等の加入推進上の課題、制度
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の認知度、加入の決め手、営農類型別の加入状況等の把握を行いました。受託機関の実績報告

を分析し、戸別訪問と新規加入実績の関係と、取組の効果の検証を行いました。 

 なお、26年度から新規加入者アンケートの収集方法の見直しを行いまして、アンケート回収

率は大幅に向上いたしました。 

 評定ですが、加入推進取組方針について、計画通り作成をし、その徹底を図っていること。

新規就農者等に対し計画どおり働きかけを行っていること。効果的な加入推進を図る観点から、

計画どおりデータの収集・効果検証を行っていること。また、アンケートの回収率を大幅に向

上させる工夫も行っている。これらのことから、ｂと評価いたしました。 

 次に、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。 

 評価の視点としまして、加入推進部長等研修会をどのように工夫して開催し、理解の増進に

つなげているか。また、研修のテキストを効果的に見直しているか、活用しているかという視

点から評価することとしました。 

 業務実績ですが、都道府県段階の受託機関と基金の共催で、全国49会場で加入推進部長等を

対象にした研修会を開催しました。研修会では、より効果的な研修となるよう、フィナンシャ

ルプランナーや社会保険労務士等の外部専門家による他の年金制度との比較、農家自身の取組

による加入推進事例の紹介を行う会場を前年度よりもふやし、研修会の充実を行いました。 

 これらの研修の結果、農業者にとって農業者年金が必要であると認識する割合が、研修会初

参加者では参加前の55％から、参加後は83％へ増加しました。 

 研修会実施のＰＤＣＡを、より的確に管理運営するため、26年度から従来のハガキアンケー

トを見直し、研修会参加者アンケートを行うこととしました。同アンケート結果を受託機関に

フィードバックをして、より効果的な研修会とするための協議に活用し、協議結果を翌年度の

研修会の持ち方に反映しました。 

 また、農村現場での加入推進の参考となるよう、加入推進の場での効果的な語録の事例や運

動スローガンについて情報収集し、研修会テキストであるハンドブックに新たに掲載しました。

同ハンドブックを全ての加入推進部長等研修会で活用しました。 

 また、全国的な影響力のある農業者リーダーの方々を広域推進協力員として委嘱し、農業者

年金の必要性の広報・ＰＲの協力を得ました。同リーダーの農業者年金の必要性についての発

言を加入推進ハンドブックに新たに掲載いたしました。 

 評定ですが、外部専門家による他の年金制度との比較を説明する会場を大幅にふやすなど、

効果的な研修会となるよう工夫しつつ、全国各地で研修会を開催しました。研修会の参加者の
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制度の理解も、研修前に比べて大幅に増加をしております。また、研修会のＰＤＣＡを管理運

営するために必要なＣｈｅｃｋ手段も新たに用意をしております。研修会テキストにつきまし

て、加入推進を行う農家の参考となるよう、加入推進現場から情報収集して掲載し、また、全

国的に影響のある農業者の発言も新たに掲載し、研修会で活用しています。これらの取組につ

いて、加入推進活動のリーダーの育成と制度内容の理解の増進に向けた創意工夫を種々行って

いること、研修会の結果も伴っていることを含め勘案して、ｂ評価といたしました。 

 次に、特別重点都道府県における特別活動の実施です。 

 評価の視点としましては、都道府県間の格差縮小に向け、計画どおり実施をしたか。また、

その効果を検証したかという視点としました。 

 業務実績ですが、都道府県間の取組の格差縮小へ向けた取組を効果的に行うため、従来の

「特別重点都府県」を「重点都府県」と指定した上で、その中で特に実績の低調な都府県を

「特別重点都府県」として指定し、格差是正の取組を強化するための見直しを行いました。17

の重点都県には従来特別活動と言ってきた市町村・ＪＡ巡回意見交換会の実施等を行いました。

６つの特別重点都県には、市町村・ＪＡ巡回意見交換に加えて、基金の役員と当該業務受託機

関及び関係機関による協議によりまして、課題の共有と現状改善に向けた特別活動計画の共同

策定を行いました。また、同活動計画の実施に必要な業務委託費の効果的な配分等の支援、及

び実施状況の把握を行いました。20歳から39歳の新規加入者数が全国で対前年比0.81倍となっ

たのに対し、重点都県では0.96倍、特別重点都県では0.87倍でありました。 

 評定ですが、従来の格差是正の取組をより強化した内容に見直しをし、計画以上の取組を実

施していること。格差縮小の効果を確認していること。一方で、重点対象、26年度計画でいう

特別重点対象全体では格差は縮小したものの、新たに設けた特別重点対象の格差が特に縮小し

たという結果にはなっていないことを総合的に判断して、ｂと評価いたしました。 

 それから、次にホームページによる制度の内容、情報の提供です。 

 評価の視点としましては、計画通りにリーフレットの作成・提供、ホームページの発信をし

たかという視点としました。 

 業務実績ですが、業務受託機関が実施する制度の周知・普及活動に必要な資材や、現場のニ

ーズを踏まえて、制度全体のポイントを簡潔に説明したものに加え、女性農業者向け、青年農

業者向け、40歳以上の農業者向けのリーフレットを作成・提供するとともに、ホームページで

公表しました。 

 また、業務受託機関の取組参考として、加入推進の取組事例についてホームページに掲載す
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るとともに、上述のリーフレットとあわせてダウンロードにより随時提供できるようにしまし

た。また、動画で制度を紹介したものを受託機関がダウンロードして活用できるようにいたし

ました。 

 評定ですが、計画どおり各種リーフレットの作成・提供、ホームページでの発信提供を行っ

ておりまして、ｂと評価いたしました。 

 次に、業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に

関する重要事項でございます。 

 主要な経年データとしましては、評価対象となる指標としまして、一般管理費削減率、それ

から事業費削減率、それからラスパイレス指数、新システムのアクセス件数、年度末の常勤職

員数、考査指導機関数を記載しております。 

 短期借入金実績につきましては、25、26年度とも該当はありません。 

 それから、評価の参考となるデータとしまして、基金職員研修の実施の内訳を書いておりま

す。また、基金役職員の派遣件数の数字を書いております。 

 次のページを見ていただきまして、まず業務運営の効率化による経費の抑制等です。 

 まず、一般管理費でございますが、評価の視点としましては、業務の適正な執行を確保しつ

つ、削減率の目標を達成しているか。また、削減実績が大きい場合、それは業務の見直しや効

率化によるものであるかという視点としました。 

 業務実績ですが、一般管理費につきましては、少なくとも対前年比３％削減する計画を踏ま

え、業務の見直し及び効率化を進め、当初予算比で3.3％減としました。３％削減の計画に対

して実績は19.6％削減となっています。これについては、業務手法の見直しを通じた効率化努

力による部分はあるものの、その主な要因は予定していたシステム開発が翌年度の実施となっ

たこと等によるものであります。 

 評定ですが、３％削減の計画に対して、実績は19.6％削減となっていますが、削減の主な要

因がシステム開発が計画よりも遅れたこと等の効率化努力以外でありますので、ｂと評価いた

しました。 

 次に、事業費でございます。 

 評価の視点は、業務の適正な執行を確保しつつ、削減率の目標を達成しているか。また、削

減実績が大きい場合、それは業務の見直しや効率化によるものであるかという視点としました。 

 業務実績ですが、事業費につきましては、少なくとも対前年度比１％削減する計画を踏まえ、

当初予算比で1.3％減とし、その範囲内で委託費による事業推進を行い、実績で1.8％削減とな
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りました。削減の主な要因は、融資事業における債権保全上の必要な措置――抵当権の実行等

ですが――に至らなかったことによります。 

 評定ですが、１％削減の計画に対しまして、実績が1.8％減となっておりますが、主な要因

が債権保全上の必要な措置に至らなかったことによるものでありますので、ｂと評価いたしま

した。 

 人件費の削減です。 

 評価の視点は、政府における総人件費削減の取組を踏まえたものとなっているかという視点

です。 

 業務実績ですが、国に準じまして、退職手当支給水準の引き下げ、55歳を超える職員の昇給

抑制等の取組を引き続き行いまして、適切に対応しました。 

 評定は、計画どおり国に準じて人件費の削減が行われたことから、ｂと評価いたしました。 

 次に、給与水準の適正化です。 

 評価の視点は、ラスパイレス指数が100を上回っていないか。また、国家公務員の給与改定

等の状況を踏まえたものとなっているかという視点としました。 

 業務実績ですが、給与水準の適正化につきましては、国家公務員の給与の改定及び臨時特例

に関する法律に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、国と同様の内容で措置を講じ

ました。また、55歳を超える職員の昇給について、国と同様の内容で、26年１月１日の昇給か

ら引き続き抑制措置を講じています。 

 上記及びこれまでの取組を進めた結果、26年度の対国家公務員地域・学歴別指数は100を上

回っていません。 

 なお、給与水準の適正化の取組の進捗状況につきましては、６月末にホームページで公表予

定と書いてありますが、６月に公表いたしました。 

 評定ですが、計画どおり国家公務員の給与改定等の状況を踏まえ、給与規程の見直しを行っ

た結果、26年度の対国家公務員地域・学歴別指数が98.5となり100を下回ること、また、給与

水準の適正化の取組の進捗状況等について、27年６月にホームページで公表しましたので、ｂ

と評価いたしました。 

 次に、契約の適正化の推進です。 

 評価の視点としては、計画どおり契約の適正化を推進しているかといたしました。 

 業務実績ですけれども、契約につきましては会計規程及び会計規程実施細則におきまして、

契約方式、契約事務手続、契約の交渉、契約審査委員会等に関し、国の基準に準じて規定し、
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原則として一般競争入札によるものとするほか、次のようにその適正化の推進を行いました。 

 まず、企画競争、公募及び政府調達案件につきましては、競争性、透明性の確保の観点から、

事前に契約審査委員会で検討を行った上で契約を実施しました。一者応札・応募となった契約

につきましては、「一者応札・一者応募の改善方策について」に沿って、公告期間や業務準備

期間の確保等の改善を行いました。また、契約監視委員会でも改善方策が適正か検証され、指

摘事項はありませんでした。 

 契約審査委員会を６回実施し、延べ26案件の入札契約の適正性の審査を行いました。監事監

査では、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」を踏まえ、「随意契約等見直し

計画」の達成状況、契約監視委員会での審議の内容等について十分なチェックが行われ、真に

やむを得ない随意契約以外はいずれも競争性のある契約となっている等適正に実施されている

と認められ、指摘事項はありませんでした。 

 また、随意契約の適正化の推進ですが、「随意契約等見直し計画」の取組状況についてはフ

ォローアップをし、ホームページにおいて毎年度公表となっています。また、26年度における

競争性のない随意契約では９件、２億3,606万円となりまして、「随意契約等見直し計画」で

掲げる目標の範囲内となっています。 

 ３月に契約監視委員会を開催し、外部委員により26年度契約の点検等を受けましたが、指摘

事項はありませんでした。また、点検結果をホームページで公表しました。 

 評定ですが、契約についてはやむを得ず随意契約を行った場合を除き、全て一般競争入札に

よるものとするほか、一者応札・応募となった契約についても改善方策を立案し、その検証を

行うとともに、随意契約の適正化の推進にも取り組むなど、計画どおり実施したことから、ｂ

評価としました。 

 次に、業務運営の効率化です。 

 まず、事務処理の簡素化です。 

 評価の視点としましては、前年度に簡素化した事務処理が円滑に運営されているかについて、

計画どおり検証したかという視点としました。 

 業務実績ですが、26年度から本格稼働した新システムのもとで14種類から４種類に統合・簡

素化された届出処理で事務処理を行い、円滑に運用できました。これにより、従来は事務処理

に時間を要しましたが、26年度からはケースごと、目的ごとに必要な届出の作成が誘導される

ようになったために、受託機関にとってわかりやすいものとなりました。新システムへのアク

セス件数は大幅に増加しており、簡素化された様式による事務処理の定着が進んでおります。
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アクセス件数は前年度比で50％増加となっています。 

 評定ですが、前年度に簡素化された事務処理について、計画どおり検証を行っていることか

ら、ｂといたしました。 

 次に、電子情報提供システムの利用促進でございます。 

 評価の視点としては、アクセス件数が前年度を上回っているか、新システムの利用促進に取

り組んでいるかという視点としました。 

 業務実績ですが、４月に「農業者年金記録管理システム普及拡大取組方針」を決定しまして、

全業務受託機関でのシステム利用を目標に、基金・各道府県段階、各市町村段階の受託機関が

取り組むこととしました。また、基金主催の会議や受託機関が開催の研修会へ基金職員を派遣

しまして、農業者年金記録管理システムの各都道府県段階の担当者の理解及び市町村段階の受

託機関への利用促進に努めました。 

 これらの取組によりまして、農業者年金記録管理システムのアクセス件数は、26年度147万8,

000件となりまして、25年度に対しまして50％増加となりました。 

 評定ですが、新システムの普及拡大取組方針を決定して、全業務受託機関での新システム利

用を目標に取り組み、会議や研修会において新システムの利用方法等の説明会を行って利用促

進に努めた結果、アクセス件数は前年度を上回ったことから、ｂと評価しました。 

 次に、農業者年金記録管理システムの開発等でございます。 

 この項目、評価の視点としましては、社会保障・税番号制度への対応等のため、新たな開発

を進めたかという視点といたしました。 

 実績ですが、社会保障・税番号制度への対応のための新たな開発につきましては、住民基本

台帳ネットワークとの接続及び接続により影響を受ける基本４情報を業務で利用するための改

修として、データベース等整備業務を２月に業者と契約し開発を行っております。 

 評定ですが、計画どおり開発を進めたことから、ｂと評価しました。 

 次に、組織運営の合理化です。 

 まず、常勤職員数ですが、評価の視点は常勤職員数が75人を上回っていないかという視点と

しました。 

 実績ですが、常勤職員数が中期目標期初の75人を上回っておりません。 

 評定は、計画どおり75人を上回っていないことから、ｂと評価しました。 

 次に、能力・実績主義の活用です。 

 評価の視点としましては、職務実績及び人事評価結果を適切に反映しているかという視点と
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しました。 

 実績ですが、常勤役員におきます特別手当の額につきましては、理事長が職務実績を評価し

決定します。また、職員の昇給区分の決定及び勤勉手当の額につきましては、人事評価の結果

を反映させて決定しています。 

 評定ですが、常勤役員におきます特別手当の額につきましては、計画どおり理事長が職務実

績を評価して決定し、職員の昇給区分の決定及び勤勉手当の額につきましても、計画どおり人

事評価の結果を反映させて決定していますので、ｂといたしました。 

 次に、委託業務の効率的・効果的実施です。 

 実績報告書による活動状況の把握です。 

 評価の視点としましては、実績報告書の提出を受け、その実施状況を把握しているかという

視点としました。 

 業務実績ですが、受託機関からの実績報告書につきまして、その実施状況を集計し把握しま

した。集計結果を分析し、委託費の効果的実施に向けた27年度からの配分見直しの検討の際に

基礎資料として活用いたしました。 

 評定ですが、計画どおり業務受託機関から提出された実績報告書を集計し、その実施状況を

把握していますので、ｂといたしました。 

 次に、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。視点としまして

は、計画どおり配分しているかとしました。 

 実績ですが、市町村の業務委託費のうち、「活性化組織割手数料」について、前年度の配分

方法の見直しに加え、新規加入者の実績に応じた加算額について、これは新規加入者１人当た

り１万円でありますが、若年層の新規加入にインセンティブが働くよう、20歳から39歳の新規

加入者を確保した場合には加算額を1.5万円とし、その他の新規加入者を確保した場合とで格

差を設けるよう配分方法の見直しを行い、配分を行いました。 

 評定ですが、前年度の配分方法の見直しに加え、中期目標、中期計画を踏まえ、新規加入者

数の実績に応じた加算額について、若年層の加入推進にインセンティブが働くよう、配分方法

見直しで配分を行っておりますので、ｂと評価いたしました。 

 次に、業務実態等を踏まえた配分基準の適正化です。 

 評価の視点としましては、計画どおり配分されているかとしました。 

 業務実績ですが、既に前年度において活性化組織割手数料について、新規加入者数の実績を

反映した配分方法を導入、新規加入者数割手数料について若年層を確保した場合の格差を設定、
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人件費の積算単価の見直し、農業委員会と農業協同組合への配分方法の統一化、配分ランクの

細分化等の見直しをしたところであり、見直した配分基準に基づいて配分を行いました。 

 評定は、計画どおり適切に見直した配分基準に基づき配分を行いましたので、ｂといたしま

した。 

 次に、業務運営能力の向上です。 

 まず、農業者年金基金の職員ですが、評価の視点としまして、初任者研修、専門研修を実施

し、民間研修も活用しているか。また、研修等の実施方針を策定しているかという視点としま

した。 

 業務実績ですが、年度当初に研修の実施計画を策定し、次のとおり計画的に研修を実施し、

職員の能力向上を図りました。 

 まず、①新入職員を対象とする研修ですが、４月採用者に対し、制度、中期計画、適用・収

納業務の内容等に関する研修を行いました。７月採用者、それから11月採用者につきましても

同様に研修をいたしました。また、５月から７月にかけて、基金業務に関連する基本的事項を

内容とする拡充研修を行いました。 

 次に、年金資産の運用等に関する研修ですが、新たに年金資産の運用等にかかわることにな

った職員につきまして、債券・株式等に関する通信教育、国際投資に関する通信教育を、それ

ぞれ１名ずつ、民間機関の通信教育を受講させました。11月から12月にかけて、基金役職員を

対象に、専門家を講師として、資金運用に関する研修を実施しました。うち１回は資金部の職

員向けの、より専門性の高い研修を行いました。 

 その他の専門研修ですが、情報公開及び個人情報保護に携わる職員、それから法人文書管理

に携わる職員、それから法人文書管理担当者、行政管理・評価業務に携わる職員、内部監査業

務に携わる職員、給与事務に携わる職員、それから防火・防災管理者となる職員につきまして、

それぞれ専門研修を受講させました。また、受託機関向け研修会、農家向け研修会・説明会に

携わる職員について、ファシリテーションスキル研修を受けさせました。そして、管理職員に

対しまして、管理職員等研修会を実施いたしました。 

 また、独立行政法人農業者年金基金研修実施方針を７月に策定をし、今後、同実施方針を踏

まえ、毎年度の研修の実施計画の作成と実施を行うことといたしました。 

 評定ですが、計画どおり初任者研修、専門研修を行い、民間研修も活用していること、及び

研修実施方針を策定していることから、ｂといたしました。 

 次に、業務受託機関担当者です。 
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 評価の視点としましては、計画どおり「年度計画」について周知をしているか。業務受託機

関と業務推進に向けた意見交換を行っているか。都道府県段階の受託機関の新任研修向けの研

修会を行っているか。加入推進状況を踏まえ、課題や取組方針について受託機関と意見交換を

行っているか。ブロック単位の担当者会議を開催しているか。市町村段階受託機関担当者向け

研修会を行うよう、都道府県段階受託機関を指導したか。必要に応じて同研修会に基金役職員

の派遣を行ったかという視点としました。 

 業務実績ですが、都道府県段階の受託機関ですが、４月に都道府県段階の受託機関の担当者

及び総合指導員を対象とした会議を開催し、26年度計画などについて周知しました。また、26

年度の加入推進の取組方針等を説明し、関係機関が連携して効果的に加入推進に取り組むこと

について確認・意見交換をするとともに、前年度の考査指導の結果を周知し、受託業務の適正

な遂行の徹底を図りました。 

 ４月に都道府県段階の受託機関の新任担当者研修会を、また、８月に支給停止等の専門的な

研修会を開催し、農業者年金の仕組みと現状のほか、年金の支給停止等について研修を行いま

した。10月、11月に都道府県段階の受託機関の担当者及び総合指導員を対象としたブロック別

会議を開催し、会計検査院の実地検査の結果等を説明し、実体を伴った経営状況の確認の事務

処理について意見交換を行い、現況届の様式の変更等の翌年度からの事務処理の変更について

協議しました。 

 また、上半期の新規加入実績、アンケート結果等の分析を踏まえ、課題を共有し、今後の取

組について意見交換を行うとともに、年金資産の運用状況等を説明しました。 

 ２月にブロック代表幹事等による業務連絡協議会・幹事会を開催し、実体を伴った経営移譲

の確認に関し、関係の調査及び事務処理について説明をし、協議を行いました。また、27年度

に向けた取組方針や業務委託費等の見直し案について意見交換を行うとともに、農業者年金記

録管理システム導入に伴う事務処理の改善について説明を行い、ブロック内業務受託機関への

周知を要請しました。 

 また、②市町村段階における受託機関につきましては、都道府県段階の受託機関に対しまし

て、担当者会議、新任担当者研修会、ブロック別担当者会議におきまして、その内容を市町村

段階の受託機関に周知するよう要請するとともに、都道府県段階の受託機関が実施する市町村

段階の受託機関の担当者を対象とした研修会に基金の職員を派遣いたしました。 

 評定ですが、計画どおり各種会議、研修会を開催するとともに、都道府県受託機関等が実施

する研修会に基金の役職員を派遣したことから、ｂと評価いたしました。 
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 次に、内部統制の充実・強化です。 

 （１）の部分の評価の視点ですが、前年度の監事監査・内部監査の結果を踏まえつつ、リス

ク管理を統合的に行うという観点から、内部統制の充実・強化に取り組んでいるかという視点

としました。 

 実績ですが、内部統制基本方針につきまして、前年度の監事監査・内部監査の結果を踏まえ

つつ、リスク管理を統合的に行うという観点を含めて見直しをし、７月に改正しました。 

 また、内部統制基本方針に基づき設置した経営管理会議において、以下の内部統制の充実・

強化に取り組みました。 

 先にこの項目の評定ですが、内部統制基本方針について計画どおり見直しをし、内部統制の

充実・強化に取り組んだことから、ｂといたしました。 

 次に、内部統制の基本方針に基づく理事長の統制ですが、評価の視点としましては、計画ど

おりに理事長は「仕事の取組方針」を定め、指示し、周知徹底を図っているか、理事長は中期

計画、年度計画の進捗管理等を行い、必要な指示、モニタリングを行っているかという視点と

しました。 

 業務実績ですが、「農業者年金基金の仕事の取組方針」を理事長が役職員に示し、毎月の役

員部課長会議等で同取組方針に従って業務の取組を指示し、周知徹底を図りました。また、経

営管理会議を四半期に１回開催し、年度計画等の進捗管理及び25年度計画等に関する業務実績

の自己評価の実施、各種委員会の開催と検討状況、規程の見直し等、内部統制に関する取組状

況を把握して必要な指示を行うとともに、その徹底を図るためのモニタリングを行いました。 

 評定ですが、理事長が計画どおり種々指示を行いましたので、ｂと評価いたしました。 

 それから、内部統制基本方針に基づくコンプライアンスの推進、リスクの管理及び内部監査

の部分ですが、①のコンプライアンスの推進と②リスク管理の徹底、それから③の内部監査の

実施です。 

 評価の視点としましては、計画どおりコンプライアンス委員会を開催し審議を行っているか。

コンプライアンス研修を実施しているか。措置を講じた場合は公表しているか。計画どおりリ

スク管理委員会を開催し、行動計画やリスク管理マニュアル等を策定しているか。また、計画

どおり内部監査を実施しているかという視点としました。 

 実績ですが、コンプライアンスの推進ですが、役職員全員を対象とした法令遵守等特別研修

などのコンプライアンス研修を実施し、役職員に対し倫理規程遵守の高揚を図るとともに、役

職員のコンプライアンスに対する意識の向上を図りました。また、コンプライアンス委員会を
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２回開催し、コンプライアンス推進の取組状況について、ホームページで公表しました。 

 次に、リスク管理の徹底です。外部専門家の参加を得て、リスク管理委員会を上半期と下半

期に開催をし、前年度の監事監査、内部監査の結果及び前年度のリスク管理の実施状況を踏ま

え、リスク管理に関する行動計画を策定するとともに、影響度や発生頻度に応じてリスク管理

の優先順位づけをした上で、リスク管理マニュアル等を策定し、リスク管理を徹底しました。 

 加えて、統合的にリスクを管理する観点から、業務全体についてリスクの分類と各リスクの

定義を決めた上で、各リスクの対応方針を作成し、26年８月版としてその概要をホームページ

に掲載しました。 

 また、会計検査院の実地検査により、経営移譲年金について裁定取消し措置となる不適正事

案が指摘され、これを受けて経営移譲をしていたことが確認できる書類の基金への送付等の事

務処理の見直しを行いました。 

 内部監査の実施ですが、内部監査につきましては、内部監査の規程に基づきまして内部監査

計画を作成し、その計画に従い内部監査を実施しました。その結果を報告書に取りまとめて理

事長へ報告し、これを受けて理事長が所要の改善について指示を行いました。 

 評定ですが、コンプライアンス研修を実施し、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ホームページで公表したこと。②外部専門家の参加を得てリスク管

理委員会を開催し、前年度の監査結果及びリスク管理の状況を踏まえ、リスクに関する行動計

画を策定するとともに、リスク管理マニュアル等を策定してリスク管理を徹底し、加えてリス

ク対応集を作成し、その概要をホームページに掲載したこと。また、内部監査規程に基づき内

部監査計画を作成し、その計画に従って内部監査を適切に実施しました。しかしながら、経営

移譲年金の裁定取消し事案については、会計検査院から指摘を受けて、事務処理の見直しを行

ってはいるものの、指摘を受けるまで同事案を把握できず、不適正な給付事務となるリスクの

認識が不十分であったことも踏まえ、ｃ評価としました。 

 次に、加入者の代表等の意見の反映です。 

 評価の視点としましては、計画どおり運営評議会を開催し、議事要旨を公表しているか。運

営評議会での意見を業務運営に反映させているかとしました。 

 業務の実績ですが、９月、３月に運営評議会を開催し、運営評議会の議事要旨についてホー

ムページで公表しました。運営評議会での意見を踏まえ、引き続き女性農業委員を都道府県段

階での研修会の必須対象者とするとともに、12月に全国女性農業委員ネットワークの新会長を

広域推進協力員として委嘱し、女性の視点からの広報ＰＲに協力いただきました。また、加入
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推進の表彰業務受託機関の中から先進取組事例を取りまとめ、基金のホームページに掲載し、

業務受託機関への情報提供を行いました。 

 評定ですが、計画どおり運営評議会を開催し、その議事要旨をホームページで公表するとと

もに、運営評議会での意見を業務運営に反映させましたので、ｂといたしました。 

 次に、業務受託機関の事務処理の適正化です。 

 評価の視点としては、計画どおり考査指導対象受託機関を240程度選定し、12月までに考査

指導を行っているか。考査指導の効果を浸透を図っているかといたしました。 

 業務実績ですが、受託機関における事務処理に対しての考査指導につきまして、26年度考査

指導実施計画を策定し、32道府県において285の受託機関に対し考査指導を行いました。前年

度の考査指導の結果等について、４月に開催される都道府県段階受託機関担当者会議及び26年

度における考査指導のときに説明をするなど、周知徹底を図るとともに、各都道府県段階の担

当者に対し、市町村段階の受託機関会議等を通じて周知を図るよう依頼しました。 

 また、会計検査院の実地検査の結果等につきましては、会議等を通じた都道府県段階の受託

機関への情報提供を行うとともに、事務の適正化について注意喚起を行いました。 

 評定ですが、240程度の目標に対しまして、285の受託機関で考査指導を行ったので、達成度

は119％であります。また、４月の都道府県の担当者会議で考査指導の結果について周知徹底

を図るとともに、都道府県の担当者に対しても各都道府県で行う会議を通じての周知を図るよ

う依頼したこと、会計実地検査の結果については都道府県段階への情報提供を行うとともに、

業務の適正化に向けた注意喚起を行いました。このことから、ｂといたしました。 

 情報セキュリティ対策ですが、評価の視点としましては、計画どおり情報セキュリティの見

直し、取組状況の把握を行っているか。また、計画どおり農水省との情報交換を行っているか

といたしました。 

 業務実績ですが、当基金の「情報セキュリティの確保に関する規程」につきまして、見直し

が行われた政府機関統一基準群等を参考に、基金内の情報セキュリティ管理体制の見直し、最

高情報セキュリティ責任者等の責務の明確化等を内容とする見直しを３月に行いました。 

 また、11月に基金職員全員を対象とした情報セキュリティに関する研修を行うとともに、効

果測定を実施し、取組状況の確認及び理解度の評価を定量的に行いました。 

 また、農林水産省から情報セキュリティに関する情報提供があった場合には、迅速かつ適切

に応じました。また、その対応状況を報告しました。農林水産省への報告体制につきましては、

企画調整室を窓口として、農業者年金担当課へする体制を整えております。 
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 なお、26年度はシステム関係の事故・障害等は発生しておりません。 

 評定ですが、計画どおり取り組みましたので、ｂと評価いたしました。 

 次に、財務内容の改善に関する事項です。 

 貸付金債権の関係と、担保物件の確認調査の関係ですが、評価の視点としましては、計画ど

おり債権分離の見直しを行っているか、それに基づく債権の管理・回収を行っているかといた

しました。 

 実績ですが、まず、全ての貸付金債権について、25年度末現在の状況に対応して分類の見直

しを行い、これに基づき受託機関と連携の上、延滞者の実態把握、督促、面談、債権保全の措

置等により、管理・回収を行いました。また、融資事業及び農地の割賦売渡による貸付金の担

保物件につきましては、登記事項証明書を取得するなどして確認し、全ての評価の見直しを行

いました。 

 評定につきましては、全ての貸金債権につきまして、計画どおり行いましたので、ｂ評価と

いたしました。 

 次の、毎年度の運営費交付金額の必要額の算定に関してですが、25年度の運営費交付金の債

務残高は、25年度の決算承認に――26年９月となりますが――の後、確定となります。したが

って、26年度予算決定時点では債務残高が未確定ですので、26年度予算への反映は行っており

ません。 

 それから、予算ですが、ここは先ほどの12ページと重複しますので省略をいたします。評定

のほうも同じくｂとしております。 

 それから、第５、短期借入金の限度額ですが、短期借入金については実績がありませんでし

た。 

 長期借入金ですが、評価の視点としましては、極力有利な条件での借り入れを行っているか。 

 業務実績ですが、長期借入金は市中金利情勢等を考慮し、競争入札を行うことにより、極力

有利な条件での借り入れを行いました。借入利率は平均で0.152％でありました。 

 評定は、計画どおり市中金利情勢等を考慮し、競争入札を行うことにより、極力有利な条件

で借り入れを行ったことから、ｂといたしました。 

 その他主務省令で定める業務運営に関する事項、職員の人事に関する計画及び人件費の効率

化ですが、まず方針の部分ですけれども、評価の視点としましては、専門的知識を有する人材

の育成を図るとともに、業務量に応じた適正な人員配置を行っているかとしました。 

 業務実績ですが、新任職員に対し、農業者年金業務全般についての知識の習得を図るため、
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新任者研修に加え、新任者拡充研修及び年金資産の運用等の専門研修に特化した専門研修等を

実施することにより、人材の育成を図るとともに、業務量に応じた適正な人員配置を行いまし

た。 

 評定ですが、計画どおり行いましたので、ｂと評価しました。 

 人員に関する指標ですが、評価の視点は、年度末の常勤職員数を75人を上回っていないか、

実績では計画どおり75人といたしました。評定は75人としましたのでｂ評価といたしました。 

 それから、積立金の処分に関する事項ですが、評価の視点は積立金の処分が適切であるかと

しました。 

 業務実績ですが、前期中期目標期間繰越積立金のうち、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は、26年度における旧年金給付金及

び旧年金給付のための借入金にかかる経費の一部に充当しています。 

 評定ですが、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

現預金につきまして、計画どおり経費の一部に充当したことから、積立金の処分は適切と認め

られ、ｂと評価しました。 

 何点か補足をいたします。 

 ６ページをごらんください。制度の普及促進と情報提供の充実でございますが、実績で、な

お書きの中で、「26年度の米価の大幅な下落等の外部要因による影響が大きい」という説明を

いたしました。 

 ここにつきましては、分厚い参考資料を見ていただきまして、336ページと337ページをあけ

てください。 

 336ページには、これは新規加入者アンケートで、農業者年金のことを知っていて、入らな

かった理由を聞いています。そうしますと、一番大きな理由が、保険料の負担が大きかった、

これが33％で一番大きい理由です。保険料負担の問題が一番の大きな理由ということですが、

337ページを見ていただきますと、26年度、米価が大幅に下がった年でありますが、全国の加

入者の対前年度の減少率を見ますと、全国では対前年の80％でありましたが、これは米の産出

額が比較的高い県、30％以上の県を選んで見てみますと、11県ありましたが、この11県の減少

率が60％ということで、非常に大きかったという結果となっております。 

 きょう配りました追加資料のほうを、ちょっと見ていただいていいでしょうか。追加資料の

１ページをごらんください。きょう配りました追加参考資料、お手元にありますでしょうか。

 追加参考資料の１ページをあけていただきますと、農業の景況ＤＩを載せております。景況
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ＤＩと収支ＤＩですね。これは日本政策金融公庫が３月に発表した数字でございます。 

 これを見ますと、26年が農業全体の部門、それから耕種部門で大きくマイナスとなっており

ます。特に稲作、北海道、都府県とでておりますが、これが非常に大きなマイナス幅となって

います。 

 あと、そのほか、ほかの部門でも大きなマイナス幅となっていますが、そこに注で書いてい

ますけれども、この26年の幅ですね、農業全体のマイナス33.7、それから耕種部門のマイナス

43.7、稲作北海道のマイナス27.2、稲作都府県のマイナス71.0、露地野菜のマイナス15.7、お

茶、施設花き、これ全部、この新制度始まっての14年以降で見ますと、この期間最大のマイナ

ス幅ということになっています。 

 その下の収支ＤＩのほうも14年以降、26年が最大の収支ＤＩとなっている品目が、ほとんど

同じ品目でなっているという状況であります。 

 ですので、先ほど説明で、米価等の下落の外部要因と言いましたのは、26年は非常に大きな、

景況ＤＩも収支ＤＩも下がった年であるということと、先ほどのお米の産出割合が比較的高い

県について見ますと、大幅な新規加入者の減少が来ているということであります。 

 それから、追加資料の２ページをごらんいただきたいのですが、農家の加入行動と、内部要

因と外部要因を整理をしております。 

 農家の加入行動としましては、①まず制度を知ること、それから、②その制度が自分にとっ

て必要と理解すること、③かつ保険料を払えると判断すること、これがあって加入に結びつく

わけでございますが、私どもの取組としましては、右にありますけれども、ここに（１）から

（４）が今回の計画に書いてある柱を書いてありますけれども、基本的には私どもは都道府県

段階の受託機関に対しましていろいろ通知を出したり会議をやったり委託費を出したりという

ことで、市町村段階への指導をお願いをしているわけです。 

 都道府県段階の活動量をここに書いていますが、前年との比較では、研修会の参加者数は増

加をしております。また、都道府県段階の方が現地に行って、指導、また現地に行って説明会

をする、その対象人数も増えています。都道府県段階の方々は、私どものいろんな働きかけを

受けて、動いていただいたなと思っております。 

 ただ、市町村段階のところで見ますと、制度のＰＲ、各種会議での説明時間、これが減少を

しております。４％減。それから、説明会の開催回数、これも10％減と。それから、戸別訪問

の実施時間、これも５％減。それから、戸別訪問の実施対象者数、これも10％減ということで、

市町村段階の、主に農家の方が動くのですが、ここの活動量が減っていると。これがそれぞれ
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農家の加入行動の①②に対応しますので、ここへの作用がその分減ったということと受けとめ

ております。 

 この市町村段階の加入推進する方々、農家の方々の行動に対して、この農家経済状況が一部

影響を与えていまして、ここに例と書いていますが、これは茨城県のある町の農業委員会会長

さんの言葉ですが、「米もハクサイもだめで、みんなが厳しい状況なのをよく分かっているか

ら、自分も加入推進の腰が引けた」というふうにおっしゃっていまして、こういう声を全国あ

ちこちで聞いております。ここの町の実績ですと、25年が35人に新規加入がありましたが、26

年は４人という結果となっております。 

 農家の経済状況、外部要因として、ここで農家の加入行動の③、ここに一番大きく影響を与

えるわけですが、一部、市町村段階の推進する農家の行動パターンにも影響を与えたと、この

ように理解をしております。 

 次のページをごらんください。３ページですね。これは新規加入の実績減と活動量の減少と

の関係を書いております。 

 アンケートで加入の決め手のパーセントがわかっております。一番上を見ていただきますと、

26年度であれば、農業委員会やＪＡ関係さんによる戸別訪問が加入の決め手と答えた方が42.

9％です。また、家族からの勧めが38.1％で、自分で判断が14.5％、その他が4.5ということで

すので、全体の2,761人、この人数にこの割合を掛ければ、それぞれの形での加入した人数が

出ます。同様に25年も出ますので、この引き算をしますと、減少がどのカテゴリーが何％減少

かというのがわかるということでございます。 

 戸別訪問による加入、ここの減少が25と26を比較しますとマイナス297人、減少率でいうと2

0％減ということです。同様に計算しますと、家族からというのが13％減、自分で判断の部分、

これが22％減、その他が43％、トータルで20％減ということであります。 

 ただ、活動量のほうも減っておりますが、この減少率ほどは減っていなくてですね、活動量

の分、当然、新規加入も減るわけですが、実際の新規加入の減少率ほどは活動量は減っていな

かったということでございます。 

 下のほうは39歳以下の方々の人数で分析をした結果ですが、こちらのほうは加入の決め手の

パーセントが若い層では変わりますので、若い層は家族からの勧めが比較的多くなってくると

いう違いがあります。上の表と同じように計算をしますと、戸別訪問で加入した方、26年は75

3人、家族からの勧めが805人、自分で判断が180人と、こういう結果です。同様に25年も計算

をして、その差を求めますと、戸別訪問による加入の減少が12人、減少でマイナス２％、家族
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が30％、自分で判断の部分が24％、トータルでは19％減ということであります。 

 ここの部分は全体の活動量の減少しかわかりませんけれども、26年度から若い層への加入推

進のインセンティブをまた強くしていますので、それを考えれば全体の活動量の減の範囲内だ

ろうというふうに推測をしております。ですので、実際の減少率を比較すれば、活動量の減少

以上の減少幅となっているということになります。 

 こうしたことから、先ほど本文のように、市町村段階での活動量の減少が当然新規加入の減

少につながったと思いますが、そういった内部要因も当然あるのですが、外部要因の影響も大

きかったというふうに推定をしております。 

 それから、もう一つ補足説明で、12ページをあけてください。 

 12ページ、一般管理費、削減率がマイナス19.6％ということで、主なシステム開発と申し上

げました。これで、仮にシステム開発が予定どおりにいった場合には、この削減率は19.6%で

はなくてマイナス5.9％になります。マイナス19.6%がマイナス5.9%に圧縮になるということで

すね。 

 それから、その下の事業費ですが、マイナス1.8％ということでありますが、その主な理由

が抵当権の実行等に至らなかったということですが、これは参考資料の７ページをあけてくだ

さい。 

 参考資料７ページに、この業務委託費の各項目が出ております。このうちの下から２番目、

農地売買貸借等業務委託費、これのずっと右のほうを見ていただきまして、右から２つ目のと

ころ、26年執行残高555万2,000円、この分が一番大きかったということであります。 

 それから、あと１点だけ補足いたします。17ページをごらんください。 

 17ページの下のほうですね。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

という項目ですが、活性化組織割手数料について言及をしております。これで一点、１万5,00

0円にしたという説明をいたしまして、インセンティブが働いたかどうかということがあるの

ですが、この追加資料の11ページをごらんください。 

 これは活性化組織割手数料配分変更後の新規加入者数の状況を比較をしております。活性化

組織割手数料、これは交付団体が市町村数で302団体あります。25年度の新規加入者数が1,666

人と。うち、若い人が1,106人と、割合が66.4％です。全国ではここが65％ということですね。

それから、26年度、ここで単価を変えましたが、活性化組織割手数料を持っている市町村のほ

うは、この39歳以下の割合が68.8％と2.4ポイント増加をしています。市町村全体では0.7ポイ

ント増ということであります。 
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 活性化組織、説明を先ほどしませんでしたが、この注に書いてありますけれども、受給者、

加入者等からなる市町村ごとの協議会でありまして、その設置目的に農業者年金の制度普及が

含まれて、加入推進に必要な活動を行う協議会です。農業委員会とは別の組織になります。こ

の組織に基本額４万円プラス新規加入実績加算で額を計算して、活性化組織割手数料として業

務委託費手数料の中に含めて基金から市町村に配分をしています。市町村のほうは各市町村の

交付要網に基づいて、補助金として出すことが可能です。 

 これを見ていただくと、全国1,709団体のうち、この活性化組織割手数料を持っている、こ

ういう協議会を持っている団体が302ですので、大体２割弱となります。この２割弱のところ

が新規加入者数の数字を見ていただきますと、全国の５割近いところを稼いでいるということ

になります。 

 以上、補足説明を終わります。 

○菅原数理官 ありがとうございました。 

 それでは、以上の説明にかかる質疑応答に移らせていただきますが、大分多いものですから、

大きな項目ごとに区切っての質疑応答を行わせていただきたいと思います。 

 では、まず最初に資料１の１ページ以降にございますⅠの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、これにつきまして、どなたからでも構いませんので、質問、

ご意見等をお願いしたいと思います。どうでしょうか。 

○津田委員 よろしいですか、１点伺っても。Ⅰの（１）のところなんですけれども、主要な

業務実績のところで、３段落目の不整合者の情報について、５月が574人までなりましたけれ

ども、６カ月分。11月は535人となりましたということなんですが、この500人強いらっしゃる

というの、これは決してその、何か一定の方、ずっと同じ方がいらっしゃる状態というわけで

はないですかという。 

○菅原数理官 では、基金からお願いします。 

○廣田総務部長 加入者の方で、例えば北のほうにお住みの方は、冬の時期に出稼ぎに行かれ

て厚生年金に入ってしまう。そうすると、農業者年金の加入資格がなくなってしまうんですが、

脱退手続をしないまま出稼ぎに行かれてしまうと、引き続き保険料を落としてしまっていると

いうことなんですね。この国年突合を行いまして、うちの加入資格があるかどうかということ

を確認しているということなものですから、ベースになるところの人は同じなんですけれども、

その加入・脱退を繰り返すような方がいて、そういうところの数というのは変動しているとい

うことになっているということですかね。 
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○津田委員 では、決して同じ方がずっとというわけではなくてということですね。 

○廣田総務部長 はい。 

○津田委員 わかりました。 

○菅原数理官 よろしいですか。 

○津田委員 はい、ありがとうございます。 

○菅原数理官 そのほか、何でも構いませんので、お願いいたします。 

  

○津田委員 いいですか、もう一点。あと、この次の（２）の勧奨文書のところなんですが、

主要な業務実績のところで、注書きで、今回26年度新システム移行のため、４月から６月まで

は実績がないと、これ実施されていないということなんですけれども、本来システム移行がな

ければ、４月から６月までの発送の対象となるべき方というのは、これは結局、発送はされて

いないのでしょうか。 

 あと、システム移行の時期が読めていたら、その１カ月、やっぱり１カ月前じゃないとだめ

なのか、それとも、もうちょっと前に早目にその対象の方を送ることもできたのかということ

を。 

○廣田総務部長 まず最初の点につきましては、旧システムの時代は３カ月前に発送していた

ので、26年度の４月から６月分は、旧システムのときに送っていたので、新システムでは送っ

ていません。新システムで送り出したのは７月からだということになります。 

○津田委員 承知いたしました。ありがとうございます。 

○菅原数理官 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

○中園理事長 私、しゃべっていいですか。よろしいですか。 

 新規加入の数のところを今、ご説明をしたところであります。結果として25年度に比べると、

相当なやっぱり数が減ったということについては、重く受けとめなきゃいかんというふうに思

っております。ご承知のように25年度から、もう一年前ですね、26年度のきょうは評価ですけ

れども。25年度から新しい中期計画が始まって、その25年度時点から39歳以下の若い人の新し

い目標の数値もこれ、都道府県別、それから市町村別もつくって、そして皆さんにお願いをし

て頑張っていただいて、25年度については結構頑張っていただいたというふうに思っておりま

すが、26年度についてはご報告をさせていただいたとおり、大変残念な、しかも私ども基金に

とっては反省しなければいかん数字になるというふうに思っております。 

 要因については、大まかに言えば、一つはやっぱり判こを押して申し込みをいただくという
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最大のきっかけは、戸別訪問なんですね。そういう意味では戸別訪問が、それは質・量ともに

少し、少しというよりも、悪かったんではないかというのが反省点です。 

 説明会で話をするだけとか、それだけでは保険料をお支払いいただいた、ポケットからお支

払いいただくわけですから、そこまでは至らないという意味では、顔を見合わせ、ひざをつき

合わせて、その方の内容も含めて、経営の内容、生活の内容も含めてご説明する戸別訪問とい

うのは大変大事だというふうに思っておりますが、なかなかその戸別訪問のときに押し切って、

押し切ってというのは説明し切って理解をしてもらって判こまで押すという、そこの活動がや

っぱり少し足りなかったんではないかというのが一点ですね。 

 もう一点は、今ご説明させていただいたように、言いわけというふうにとられるのも、ちょ

っとしゃくというか、申しわけないんですが、やっぱり外部要因というのはあるんだろうとい

うふうに思っています。その判こを押してもらう、押していただくような申込書につなげるよ

うな外部要因が、それを少しこう、外部要因によって、なかなか現場で動けない状況があった

ということはあろうかと思います。 

 ある県、熊本県のところでは、女性の農業委員さんが１カ月で30名、ご夫婦だとか息子さん

も含めた、家族も含めてご加入いただきました。ありました。そこはやっぱりこう、トマト産

地でございまして、そこの地区は。トマトが随分こう思った以上によかったというような背景

があったというふうに、その女性農業委員さんがおっしゃっておられました。そういう意味で

は少し外部要因という意味では、この加入推進の数字には影響はあるんではないかというふう

に思っております。 

 そういう意味では今後、私どもは26年度のこの結果を真摯に受けとめた上で、やっぱり戸別

訪問を、加入に結びつく戸別訪問活動を質・量ともに充実させていくというのがまずは大事だ

ろうというふうに思っています。 

 それとともに、この戸別訪問がやりやすいような環境整備もしなきゃいかんだろうというふ

うに思っております。 

 具体的には、少しこの私どもみずからがダイレクトに、その若い農業者に対して呼びかけて

いく。最近、幾つかの県でやり始めているんですが、ラジオを使って呼びかけるというような

ところもありまして、すぐ、その人数がふえたとかということにはならないかもしれませんけ

れども、戸別訪問をする方がその前にラジオで話を聞いていたよとかいうことになると、やっ

ぱり後押しの成果にもなりますので、そういう広報活動というようなものもやりたいと思って

いますし、それから、農協の青年部の方なんかだと、「地上」という雑誌があろうかと思いま
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すけれども、あれも青年部の若い農業者が見ておられますので、そういう方々に対して「地

上」の媒体を通じてやるとか、そういう直接的に若い農業者に対する働きかけというのも強め

ていかないとだめだなというふうに思っております。 

 あわせて言えば、先ほど言いましたように、若干この農業施策の動向によって変わるところ

もあるものですから、農家の経営内容というんですかね、それも踏まえた、極端に言えば農協

さんの営農指導だとか普及関係の営農指導さんとリンクしたような、一体的というか、連携し

たような取組と、青色申告の取組とか、そういうものをやっぱり強化していく必要があるんで

はないかというふうに今考えております。 

 ちょっと補足にはならないかもしれませんけれども、現段階の考え方としては以上でありま

す。 

○菅原数理官 ありがとうございました。 

○中園理事長 それを少しこの、これの最後にメモ書きで入れさせていただいておりますので、

きょうお配りした当日配付用の一番最後に、加入推進の取組の強化課題ということで一応入れ

させていただいておりますので、お目通しをいただければと思います。 

○菅原数理官 ありがとうございました。 

 ○橋口委員 26年度の実績が少なかったことについて、ちょっと数値的に見て疑問に思った

ことについて、きょう補足資料でいただいた分とか、理事長のご説明で大分わかった部分も多

いんですけれども、一つだけ、本当にこれちょっとテクニカルな話だと思うんですけれども、

この参考資料でいうと327ページに、この数値のパーセンテージでポイント数の増加とか出て

いるんですけれども、26年度の実績が0.1ポイントの増加にとどまったというのは、25年度の

増加分が多かった分、これも反映していると思うんですけれども、その分母、分子の関係でい

いますと、平成26年度の実績の算出方法の分母は、構造動態調査の平成26年２月１日の数値に

なっていて、平成25年の実績は同じ年のものを使っておられるんですけれども、これはなぜ１

年前の数値をお使いになっていないんでしょうか。 

○下條企画調整室長 ことしの２月のデータがあれば、それを使いたいんですけれども、こと

し２月がセンサス年になっていますので、動態調査がない年なんですね。データは多分秋ぐら

いに入手可能ですので、今使えませんので、それしかなかったということで、そういう計算を

したらということであります。 

○橋口委員 なるほど。そうすると、１年ずらしてやるとまたちょっと違った数値が出てくる

んだけれど、もう既に16.9%という数字は、もうこれは実績値として去年の段階で出しておら
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れたということですか。 

○下條企画調整室長 そうですね。去年の評価のときで…… 

○橋口委員 わかりました。すみません、基礎的な話ですみませんでした。 

○菅原数理官 Ⅰに関しては、よろしいでしょうか。 

 また気がついた点がございましたら、後でも構いませんので、ご発言をお願いしたいと思い

ます。 

 それでは、次に大きな項目のⅡです。資料の10ページ以降にございます、「業務運営の効率

化に関する事項」につきまして、ご質問、ご意見等をお願いしたいと思います。 

  

○百瀬委員 すみません、Ⅱの前にここのⅠの２とか３についてお聞きしたいことがあるので

すが。 

○菅原数理官 どうぞ。 

○百瀬委員 まず、資金運用に関して、これは資金運用委員会のほうで議論されていると思い

ますけれども、公的年金のほうで株式の割合を大分ふやしましたが、その点に関して、農業者

年金基金のほうではどういうご議論をされたのかということが１点目です。 

○須藤理事 その点は、資金運用委員会を６月と、あと３月に行っているというのをここに書

かせていただいています。６月の時点でもＧＰＩＦという国民年金等々の資金運用をされてい

るところが、株式の割合をふやすことを検討されていて、それも踏まえた上ですけれども、農

業者年金のほうの資産構成割合は変更しないという考え方をおとりだったと。それをはっきり

と10月にＧＰＩＦのほうが資産構成割合を変更した後、その後の他の年金機関の動向も踏まえ

て、国家公務員共済とかですね、踏まえてもう一度、我々、３月に資金運用委員会のご意見を

お伺いしたという形になっています。 

 それで、それに先立ってですけれども、我々のほうの農業者年金基金は、資金としては確定

拠出型の年金なものですから、ほかの賦課型と違っていて、自分で出したものが後で返ってく

るという貯金にかなり近い性格なので、自分のそれぞれの意思がどうなっているのかという、

それもやっぱり反映しないといけないなということで、ある程度調べています。大ざっぱです

けれどね。そうしますと、やはり非常に保守的で、投機的なものは少なくとも嫌いだし、リス

クはしょいたくないという意識が強いと。それは、なぜ強いのかというのは我々なりにある程

度数値的に知るところもお出しした上で、資金運用委員会にお諮りして、今時点で公的年金全

てのところが動いたからといって、すぐにそれに連動した同じ動きをする必要はないだろうと、
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そういうご意見をいただいて、それに従って、今回の３月の結論としては、資産構成割合は変

えないということになりました。 

○百瀬委員 わかりました。 

 それと、制度の普及推進について、ディフュージョンインデックスが26年度で大分下がった

ことが影響として大きいというお話があったのですが、ざっと調べたところ、平成22年度も大

分下がっているんですね、悪いんですね。でも、新規加入者としてはそれほど22度は減ってい

ません。そのあたりは、どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。つまり、過去にＤＩ

が悪かったときにはそれほど影響はなかったけれども、今回特に影響が強かったという背景は、

どうでしょうか。 

○中園理事長 これだけが理由ではないというのは、確かにそのとおりだというふうに思いま

す。特に26年度は、私どもお聞きすると、やっぱりこういう米価が下がったりだとか、あるい

は野菜がお値段のところで悪かったり何かいけないとかという理由だったんですけれども、私

ども現場に行って、市町村巡回もいたしますので、そのときお話を伺ったりしている、そのお

話とこの数字というのは実感があったんですが、22年度も確かに25％ということですね。下が

ってはおりますけれど。ちょっと22年度のほうのチェックをしておりませんけれども、間違い

なくこの景況ＤＩだけで新規加入の数値が動くということではないということは確かだろうと

いうふうに思います。 

○下條企画調整室長 ただ、22年度にもそういう動きがありましたけれども、14年以降の中で

見ると26年度が一番最大の下げ幅だというのは、あるかなと思うんですね。 

○須藤理事 その22年度のほうは、26年度ほどすごくはありませんけれども、かなり下がって

いるほうの年の一つ。 

○百瀬委員 そうですね。 

○須藤理事 ですから、単一の要因で下がったというわけではないとは、多分この26年度につ

いては言わねばならない話なんですけれども、この景況ＤＩの影響力が存在していただろうと

いうことは、22年度も下がっているし、26年度も下がっていて、それぞれのところで同じ、そ

れぞれの年に景況ＤＩの影響力といいますか、マイナスへの貢献度合いは存在していたんだろ

うと推測ができる。 

○百瀬委員 わかりました。 

○中園理事長 先ほどの資金運用の話なんですけれども、専門家の先生方、運用委員会の先生

方も今のままでいいよと、結論としてはあるのですが、勉強はちゃんとしておけというご意見
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は伺っております。そういう意味では私ども、今、むしろ安定的な伝統的な４資産を中心に、

運用をやっているんですけれども、そこの目標とするその指標の部分、トピックスだとかＮＯ

ＭＵＲＡ－ＢＰＩだとかという、ベンチマークと言うんですけど、そういう部分については、

どういうものがあり得るかというところとか、勉強はしておけということは言われていまして、

私どもとしては、その勉強はしっかりやっていこうと、こういうふうに思っています。 

○百瀬委員 もう少しだけ。 

 最後の補足資料のところで、若い人に関しては家族からの影響が大きいということが書かれ

ています。実は公的年金でも同じような議論があって、やはり親がしっかりその子供に対して

年金について教えていると、保険料の未納が少なくなるというような研究結果があるんですね。

このあたりに対して、もう少しうまくこの家族からの影響力というのを利用するための手だて

について何かお考えがあるのでしょうか。 

○中園理事長 私ども戸別訪問をするときに、３、３、３ではないですけれども、３回行かな

きゃいかんよと、最低まずは。１回目はお茶も飲まない、上げてもくれんと。２回目はお茶を

飲んでくる。やっと３回目に話を聞いてくれるというような話も、まあ３ですね。それから、

こちらからお邪魔するときも、行政、まあ農業委員会事務局と、それと地元の有志、農業委員

さんですね、それと農協さん、３者で行こうよ。それから、最後の３は、やっぱりお父さんお

母さん、おじいちゃんおばあちゃんも含めて、聞いてもらいなさいと。そのほうが効果的です

よという話は、常に研修会等では言わせていただいております。できれば若い人の、若い人だ

けに説明するんじゃなくて、それはその、やっぱり専従者給与をもらっていても、その専従者

給与をたくさんもう少しふやしてもらわないと掛け金を自分で払えないわけですから、そうす

るとおやじさんのところがやっぱりポイントになりますので、おやじさん、おじいちゃんおば

あちゃんも含めて、一緒に聞いてくださいというお願いは、今しているところです。 

○百瀬委員 ありがとうございました。 

○菅原数理官 よろしいでしょうか。 

 それでは、少しまとめて、大きな項目のⅡ、10ページにあります「業務運営の効率化に関す

る事項」につきましてもご質問等をお願いしたいと思います。 

○津田委員 17ページって今、対象になりますか。次ですか。 

○菅原数理官 入っています。 

○津田委員 17ページの４の年度計画で（２）のところの、加入推進活動を活発にさせるため

のというところに、業務実績のところ、先ほどご説明いただいた活性化組織割手数料というん
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ですけれども、評価参考資料のほうを拝見すると、104ページのところの③で説明を書いてい

ただいていて、そこで激変緩和措置という言葉が出てきていて、この、多分これはこの制度が

変わることによって著しく減額となったところはある程度一定の激変しないようにある程度緩

和措置をとられているというふうにちょっと捉えてみたんですが、これはあくまでその手数料

が持つ、何かこう、手数料によるその受託者が持てるモチベーションはキープできるぐらいで

の緩和措置をとられているという理解でよろしいですかね。 

○下條企画調整室長 激変緩和ですね。具体的計算は、前の年のその金額よりも80％を割り込

んで下がった場合に、その80％のところとの差額の50％まで戻すという、そんなに戻らない激

変緩和になっていましてですね。そこへ配分の趣旨は趣旨でありますので、余り激変緩和をし

てしまうと趣旨がなくなってしまうので、そういう激変緩和をやっています。 

○津田委員 わかりました。これは毎年ずっと更新して、この制度は運用されていく。 

○下條企画調整室長 常に前の年との比較で激変緩和をしていくということとなります。 

○津田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○菅原数理官 そのほか、ございますでしょうか。 

○中園理事長  

 もう一点だけ、22ページの辺のコンプライアンスのところで、私どもｃと自己評価をさせて

いただきました。これについて、こういう計画でやらせていただきましたけれども、そこに書

かせていただきましたように、会計検査で経営移譲年金の裁定取消し事案があったということ

で、これについては私どもとして、これは反省しなきゃいかんということでｃという形にさせ

ていただきました。 

 こういう事案については私どもも執行機関ですから、主務省である農林水産省経営局経営政

策課さんからの、皆さんとのご指導をいただきながら、常に連携をとりながら対応してきてお

ったわけですけれども、私どもとしてやっぱり把握が足りなかったということは、自己反省と

して評価としてｃにさせていただいたということであります。 

 今後ともこういうことがあってはいけませんので、農林水産省との連携なりコミュニケーシ

ョンについては、これまで以上にとっていかなきゃいかんというふうに思っておるところであ

ります。 

○百瀬委員 前のほうのところに戻ってもいいですか。やはりその加入者推進のところが、加

入者を確保するというところが大きな課題だと思うのですが、この農業者年金基金というもの

の性格を考えれば、若い新しい加入者のうち、特に重点的に政策支援の加入者をふやしていか
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ないといけないんだと思います。現在の新規加入者のうち、政策支援の加入者とそうじゃない

加入者の割合というのは、どうなっているのですか。 

○下條企画調整室長 大体直近の数字を言いますと、加入者のうち政策支援加入者は大体３割

強で推移しています。60歳未満でのトータルの人数の中での数字がそうですね。ただ、政策支

援を受けるには39歳までに加入しないといけませんので、若い方でいきますと、６割程度が政

策支援を受けている。 

○百瀬委員 その割合というのは、減っているのですか、それともふえているのですか。 

○下條企画調整室長 もとの全体の数字で見ますと、24年度の数字でいいますと33％ですね。

それから、25年度でいいますと32％で、今26年度、直近ですが、31％。少し微妙に１％ずつ、

今の数字、３年では下がっています。 

○百瀬委員 わかりました。 

 それと、セミナーのようなものを外部の講師を呼んだり、あるいは事例を伝えるという、そ

ういう会を設けているということでしたが、そのときに全体の説明をするのは基金の職員の方

になるかと思うのですが、間違いないですね。その説明をする方に対して、どのような研修を

されているのでしょうか。 

 つまり、例えば公的年金の情報発信に関しても、実は今いろんな議論になっていて、説明す

る人の話すスキルが十分でないと、聞くほうも結局退屈で寝ちゃうんですね。その内容も大切

ですけれども、その話す人のスキルというものの向上について、どういった取組をなされてい

るのでしょうか。 

○中園理事長 どきっとしましたけれども、実は県段階の加入推進の研修会の講師は、役員が

中心でございまして、結構行っています。それで、それのベース、テキストは加入推進ハンド

ブックというのがありまして、これは毎年、受託団体の方も交えて議論をして、そのハンドブ

ックをつくらせていただくんですけれども、私どももいつも同じ顔をして同じことを、制度自

体は変わらないわけですから、言うわけにいきませんので、やっぱり現場へ行っていろんなこ

とを話を聞いたものを、このしゃべるということで、やらせていただいております。 

 特に研修というのを私は…… 

○百瀬委員 すみません。若い基金の職員の方が話しているというようなイメージを持ってい

たので、そうではなくて、大変失礼しました。 

○中園理事長 できるだけ引きつけるようにはしゃべろうと思っていますけれども。きょうは

暑いですねと言ってから、やります。 



33 

 

 でも、確かにおっしゃるように、しゃべり方一つがございますので、そこはやっぱりきちん

とやっていかなきゃいかんと思います。 

○菅原数理官 よろしいですか。申しわけございませんが、時間も押してきておりますので、

残りの項目、Ⅲの「財務内容の改善に関する事項」からⅦの「その他の事項」まで、資料25ペ

ージ以降につきまして、まとめてご質問がございましたらお願いいたします。 

  質疑はもう最後になりますので、前の部分でも構いませんので、何か確認したいこと等ご

ざいましたら、全体で一括してお受けしたいと思います。 

○津田委員 大丈夫ですか。24ページの、目標のほうが（２）になるんですけれども、（２）

の目標のところで、業務受託機関における事務処理に対して、委託業務が適切かつ効果的・効

率的に行われるようにということが目標として掲げられているんですけれども、そこで実際に

評価の視点としては、考査指導の効果の浸透を図っているかというのを視点として持っていら

っしゃいますと。その効果の浸透というのなんですけれども、やり方、手法としては説明等で

周知徹底されるという方法をとられているんですけれども、効果の浸透の結果として、例えば

最終的に考査指導の指導対象となった機関が減少しているといった実績があるのかというのと、

あとは今回、会計検査院の実地検査については、内容については情報提供を行ったり注意喚起

をしたということをお伝えいただいているんですけれども、それがちゃんと浸透したかどうか

というのを、何らかの方法でご確認されたりとかということはされていますでしょうか。 

○中園理事長 考査を１回やればあと次はしないとか、もう改善したらしないということでは

なくて、私どもとすれば、今の計画では中期計画の期間中の５カ年間で必ず全ての受託機関を

考査指導で回るというのを目標に、今、年間240カ所の考査指導をやらせていただいています。

そこで、もうこれは絶対改善しろというものについては、理事長名の改善指導文書を出して、

それで回答を求めるということになりますし、口頭で指導して帰ってくることもあります。そ

れをまとめたものを考査指導結果としてまとめて、それを各都道府県なりの受託機関を通じて、

ほかの市町村なり農協の方々に対して、こういうところが改善すべきところが指摘されたこと

がありますよと、だから、あなた方のところも気をつけてくださいねというような普及活動と

いうか、その指導活動をやっているというのが今の現状でございまして、考査をやったから、

もうそれであなたのところはオーケーよと、少なくなるということではない。繰り返し、繰り

返し考査指導をやっていかなきゃいかんなというふうに思っております。 

○津田委員 その考査にご対応されている方から、例えば全体的にというか、そういう考査し

たところについてはその直接指導されたり、そうでないところについては通知などでもって説
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明をされたり、何か会議体などでご説明されたりということをされると思うんですけれど、そ

れによって全体的に改善の状況を何か肌身で感じるとか、そういったことはありますか。実際

に…… 

○中園理事長 何か数字的にアンケートをとっているとかというのを言われると、それはちょ

っとないですけれども、少なくともこういうところはやっぱり足りませんよというような指摘

を幾つかの県で、幾つかの市町村でそういう考査指導をしたとすれば、こういうものが多く見

受けられましたと、これについてこう改善してくださいという通知を出したりですね。先ほど

申し上げましたように、会議の場でこれだけ多くのところが改善指導がありましたよ、これに

ついてあなたのところも気をつけてくださいという形でやらせていただいております。それが

目に見えて何らかの数値的に検証できているかと言われれば、確かにそれはちょっと、はい、

申しわけございません。 

○百瀬委員 よろしいですか。20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

険者の割合を高めていく上では、新規加入者を確保すると同時に、やめていく人を減らさない

といけないわけですよね。このやめていく人の割合というのが、どうなっているのかというこ

とと、やめていく人を減らすための対策は何かとられているのかという、２点お聞きしたいと

思います。 

○下條企画調整室長 一つは、20歳から39歳のこの固まりの中、まず間違いなく減っていくの

は39歳の方が40歳に、大体これは1,400人オーダーなんですね。大体、今、人数わかっていま

すので、この方々はもうマイナスに減っていきますので、それプラスアルファですね。 

 そこの資格を失う方、先ほどうちの総務部長が国年の２号、厚生年金に行く方は資格を失う

と。一つ、季節移動のやつもありますけれども、法人化をですね。立派な経営で農業者年金に

入っていただいて、法人化をしましたと。そうしますと、息子さんが入っていて、お父さんが

法人化したら、厚生年金になって、国年２号に切りかわるんですね。そういう形で資格を失う

というのがちょっとありますですね。それが、何といいますか……。 

○百瀬委員 防ぎようがないですね 

○下條企画調整室長 ええ、それは何か、魅力がなくなって任意で脱退するという数字はふえ

ていませんので。 

○百瀬委員 そうですか。 

○下條企画調整室長 ええ。むしろそういう資格を失う、法人化になって２号被保険者になっ

て失うというパターンのほうがですね。 
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○百瀬委員 魅力を持てなくなってやめていくという人は、どれぐらいいる……。 

○下條企画調整室長 年代別の統計が今ないんですけれども、ちょっと集計を、電算をですね、

組んで集計しないとその…… 

○百瀬委員 数としては、ただ、そんなに多くはない…… 

○下條企画調整室長 トータルの任意脱退の数はそんなに変わっていませんので、若い方も変

わっていないと思います。 

○百瀬委員 それは、割合としては多くはないということですね。 

○下條企画調整室長 はい。そうです。 

○百瀬委員 わかりました。入ってさえくれれば、ちゃんとつなぎとめることはできていると

いう理解でよろしいですね。 

○下條企画調整室長 はい。 

○百瀬委員 ありがとうございます。 

○菅原数理官 よろしいでしょうか。そのほかございますでしょうか。 

 それではだいぶ予定時間を過ぎておりますので、以上で議事次第１の「平成26年度業務実績

等評価報告書について」は終わりとさせていただきます。 

 ここで席の移動がございますので、一旦中断させていただきます。 

                                午後４時１２分 休憩 

 

                                午後４時１７分 再開 

○菅原数理官 それでは再開させていただきます。 

 議事次第２の「独立行政法人農業者年金基金の平成26年度に係る業務の実績に関する評価結

果（案）」につきまして、農水省経営政策課からご説明させていただきます。 

○三浦補佐 それでは、時間もかなり押しておりますので、私、経営政策課の年金業務班を担

当しております三浦と申しますけれども、かいつまんでポイントのみの説明をさせていただき

たいと思います。 

 まず、お手元の資料２を１枚めくっていただきますと、年度評価のところがありますけれど

も、そこの２ページ目をごらんいただきたいんですけれども、全体の評定としましてはｃとい

うことで、中期計画における目標を下回っている項目があるということで、改善を要するとい

うふうに評定をさせていただきました。 

 評定に至った理由でございますけれども、評定項目の一部がｃになっているため、本省の基
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準に基づきＣとさせていただいておりますが、先ほど基金のほうからの説明がありましたけれ

ども、加入推進目標なりコンプライアンスの推進が目標に到達していないというふうな状況で

ございます。 

 法人全体に対する評価でございますけれども、不適正な給付事務となるリスクの認識が不十

分であったこと、また、平成26年度の新規加入実績が過去８年で最低であったこと、このよう

な事態を改善することが中期目標に掲げる農業者の確保を目的とする政策年金であるという性

質を踏まえて、政策支援の対象となり得る若い農業者の推進の拡大に向けた目標を達成する上

で不可欠であるということから、リスク管理を徹底する、徹底を図るとともに、加入推進の取

組について抜本的な見直しを図る必要があるというふうに考えているところでございます。 

 では、その具体的な評価項目、特に基金と我々のところで評価が分かれたところとか、ｂ以

外の評価がついているところいついてご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料を何ページかめくっていただきまして、まず８ページをごらんいただきたいんですけれ

ども、制度の普及推進及び情報提供の拡充ということで、平成26年度に達成すべき加入推進の

目標の設定という項目でございますが、先ほど基金からの説明がありましたように、基金のほ

うはｃというふうに小項目で評価をつけておりますけれども、我々のところではｄという形で

評価をさせていただいております。 

 その評定に至った理由としましては、本評価は平成26年度計画に対しての評価であるもので

あって、その指標となる20歳から39歳の基幹的農業従事者に占める農業者年金の同年齢層の確

保、被保険者の割合の1.1％増加の目標に対して0.1％の増加にとどまっていると。また、26年

度において基幹的農業従事者の減少が見込まれるが、新規加入者の増加数からして、20歳から

39歳の基幹的農業従事者に占める農業者年金の同年齢層の被保険者の割合が小幅にとどまるこ

とは明らかであるというふうなことから、ｄ評価にさせてもらっております。 

 この部分につきましては、先ほど補足説明なり理事長のご発言ございましたけれども、引き

続きその外部要因等の要因分析とかが重要になってきておりますので、その、まずは要因を明

らかにしていただきたいというふうなところをご指摘させていただきたいと思っているところ

でございます。 

 それから、もう一点、コンプライアンスのところでございますけれども、ちょっとしばらく

ページを飛ばしていただきまして、28ページの一番下のところでございます。28ページ以降、

29ページが主なところなんですけれども、内部統制基本方針に基づき、コンプライアンスの推

進を図るというところをｃにさせていただいております。 
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 当方がその評定をするに至った理由でございますけれども、不適正な給付事務の事例につい

て会計検査院から指摘を受けるまでその事実を把握することができなかったということと、そ

の当該不適切な給付事務となるリスク認識が不十分であったと。それから、昨年９月に会計検

査院から指摘を受けてから、類似の不適切な給付事務がなかったかどうかについて確認を速や

かに行うとしていたにもかかわら……なかなか、そこの速やかに着手されることがなかったと

いうことを踏まえて、ｃ評価というふうな形にさせていただいております。 

 その部分につきましては、不適切な給付事務の実態を明らかにし、農業者、経営移譲年金の

適正な支給の確保を図るために、早急に経営移譲年金の受給者総点検を完了して報告していた

だきたいということと、受託機関を含めて年金業務に係るリスク認識を高めるために、年金給

付業務については独立行政法人年金基金法のみならず、関係法令、それから理事長通知、要領

等、専門的な知識の習得なり、法令の精神を理解することが重要なこととなりますので、計画

的に基金の職員を育成し、定期的に基金の職員並びにその受託機関の職員の理解度をチェック

するというふうな仕組みを整えるというふうなことをご指摘としてさせていただきたいと思っ

ております。 

 主務省、今の評価のところでポイントとなるのは、その２つというふうに考えているところ

でございます。 

 以上です。 

○菅原数理官 ありがとうございました。 

 それでは、以上の評価結果について、質疑応答に移らせていただきますが、今回は項目ごと

に区切らないで、全体を通してどの部分でも構いませんので、ご質問、ご意見等、またどなた

からでも結構でございますのでお願いしたいと思います。 

○平形課長 すみません、ちょっと補足をさせていただきます。経営政策課長です。 

 先生方には前から評価についてはいろいろやっていただいているところなのですが、特にこ

とし、評価の方式が変わりまして、１ページ目の４のところに書いてありますけれども、今ま

でのものが農林水産省の独立行政法人の評価委員会において実施という中で、今回は主務大臣

が実施をする中で、有識者としてご意見をいただくという、そういうふうな形になっておりま

す。25年度までの評価区分３段階といって、ａｂｃでａが普通だという状態の中で、今回は５

段階という中で、ｓａｂｃｄまで含めてｂが標準というふうになっておりますので、ちょっと

その、もともとの基準としているところも割合と今回変わっているという、そういう状態にな

っております。 
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 先ほど申し上げた中で、年金基金と当方の評価について、ほとんどのところは似たところが

多いんですが、先ほど申し上げた大きな２つというのは、その加入者のところの推進について、

特に評価なんですけれども、年金基金との違いをもう一度申し上げますと、年金基金が８ペー

ジから９ページにかけたところなんですけれども、特に９ページの頭のところで、年金基金は

0.1ポイントの増加なんだけれども、24年度以降でトータルで考えてみれば毎年毎年その評価、

クリアする水準をかなり上回っているので、それも勘案してｂというふうにしているんですが、

我々からしてみると年度ごとの評価というふうになっておりますので、単年度よかった悪かっ

たで、悪かったらそれについては今回は米価の変動についても、実は当方がこういう要望を書

いた以上に今回は補足資料でいろいろ分析を持ってきていただいたので、我々も何か、なるほ

ど、いろいろ分析をされているなという感じはあったのですが、やっぱり単年度で評価するべ

きものは単年度で評価しなければいけないということで、評価を単年度に限ってしております。 

 ｃ評価になりますと、達成度合いが80％以上というふうになります。ｄになりますと80％未

満ということで、ここがポイントになるのですが、0.1％、1.1ポイント上げるべきところを0.

1ポイントというのは非常に達成度が低いのですが、もしかすると基幹的農業従事者が、セン

サスの年になりますので11月以降でしか実は数字が出てきません。大幅に減っているとすると、

もしかするとパーセントは割合と上がるかもしれないということもあるんですが、もう一方で、

基金のほうは年間のその絶対値の数字として2,700人という、そういう数字も一応目標として

掲げられている中で、それについては1,815人ということでございまして、これは単年度の絶

対値の数字からしてもやはり８割まではちょっと満たない数字でありますので、我々のほうか

らしてみても、絶対値で見てもこれを80％以上というふうにちょっとみなすわけにはなかなか

いかないなというところもございまして、評価のほうとしてみればｄという評価をつけたとい

うのが、こちらのほうの評価のご説明になります。 

 それから、この９ページの後、10ページ、11ページのところで、加入推進取組方針をつくっ

ているということで、９ページの終わりから10ページのところで、我々もｂという評価にして

いるんですが、それの中では、都道府県ですとか受託機関のところでの理解度がすごく高まっ

た割に、なかなかもう数字が伸びてこないというのがございまして、十分なその推進機関に対

しての取組をやって、しかもかなり農業者年金が必要だという認識が高まったという、そうい

うアンケートなどもとりながら、やっぱり結果が伴っていなかった、特に若手の増加というこ

とが目標どおりに行かなかったということについては、要因分析されたいということを、９ペ

ージから10ページのところはちょっと付記しております。 
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 それから、11ページのところについても、これも同じように、いろいろやることはかなりや

っていただいたところなんですけれども、結果に伴っていないところというのは、実際のこの

働きかけの対象がこれで十分その会場をたくさんやったりですとか、いろんなリーダーの方に

ということだったんですけれども、それが十分機能しているかどうかというのはやはり分析を

していただいて、ターゲットとするところをきちんと捉えているかどうかというのを、今後の

この我々の評価の基準なども含めて、よかったかどうかということも含めて考えていく中で分

析していただきたいなということで、こういうふうに一応しているところでございます。 

 それから、続いて後ろのほうにいっていただいて、24ページ、25ページのところでございま

して、24ページ、25ページのところは、業務運営能力の向上のところでございますけれども、

職員と、それから業務の受託機関の担当者の方へのいろいろ研修等の実施なんですけれども、

評定といたしましては基金と同じようにｂということなんですけれども、職員の習得レベル、

いろんな研修をやるだけではなくて、研修後、一定期間後ぐらいに理解度のテストみたいなこ

とをやりながら、その年度初めにやった研修を年度の最後に加入者がばっとふえるということ

も結構あるので、やっぱり定期的に理解度チェックをやっていただくほうがいいだろうなと。

それは職員さんに対してもそうですし、次のページを見ますと受託機関の担当者の方の話もや

はり同じように、評定ｂで同じにしていますけれど、研修終了後に理解度テストというのをや

っていただくほうがいいだろうな、そういうことで、これをちょっと付記をさせていただいて

いるところであります。 

 それから、29ページのところですね。先ほどございましたけれども、不適切な給付事務の事

例についてということでありまして、会計検査院からは昨年の９月に経営移譲年金について資

格のない方が実際給付を受けていたという事例が一つございまして、それを受けて全国的に類

似の事例がないかということを今、全般的に洗っているところでございます。こういったとこ

ろでの課題を見つけながら、再発防止ということを基金としても考えていただき、それから、

そういったところで実際、経営移譲年金を受けていて、その方が実際に資格を持っているかい

ないかということに関しては、かなり高齢な方でもあるので個別にかなり当たって丁寧に対応

していただいているということで、そこで少し時間がかかっているというのも仕方ない面はあ

るんですけれども、やはり制度の信用ということにもかかわりますので、これについてはでき

るだけ早急にやっていただきたいということで、このところはそういう趣旨を付記をさせてい

ただいているというところでございます。 

 ちょっと補足ですけれども、確認させていただきました。 



40 

 

○菅原数理官 それでは、全体を通しまして、どの部分でも構いませんので、お願いいたしま

す。 

  

○百瀬委員 このｄ評価にされた９ページのところについて、見当違いのことだったら申しわ

けないのですが、ｄ評価のところ、指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策のところで、最

後「要因を明らかにされたい」で終わっています。ほかのところは改善策を講じろとかそうい

う具体形なことを書いてありますが、この要因を明らかにするという指示だけで、これはいい

ということなんでしょうか。 

○平形課長 改善策を講じられたいというのは、当然についてくるものだというふうに思って

います。まあ、付記しておきましょう、また。わかりました。 

○百瀬委員 この文言だけ見ると、要因を明らかにすればそれでいいというようになってしま

うように思うので、はい。 

○平形課長 その分析がされていない中で、まず改善策といってもしようがないところがあっ

て、そこまで書いていなくて、まずは何か都道府県ごとに営農類型ごとにその分析をするとい

うふうに言っているんですが、それをしてみたところで、じゃあどういうふうなことになるの

かというのを見て、どういうものを次に措置するのかというところで、まずは何か要因が明ら

かになっていないなというところで、こう書いたんですけれども、きょうもご説明をいただい

ている中で、特に稲作のところでのその収入源というところを言っておられますし、そこのと

ころはいたし方ない部分も確かにあるとは思うんですけれども、ただ、一方で富山県みたいに、

やっぱりああいう中でも数字が上がっているところはありますので、それが県ごとに進んだ県

と進まなかった県とやっぱりあるわけなので、ギャップの中でもやっぱり、やっている県とい

うのは一体何がよかったのかという、そういうところの悪いポイントだけじゃなくて、いいポ

イントも含めて、やっぱり分析をしていただいて、より有効な方法を考えていただくというこ

とで、ここのところも分析をした後でやはり改善策は考えていただくというのが趣旨だと思い

ますので、それについては付記をさせていただきたいと思います。 

○菅原数理官 よろしいですか。 

 それでは津田委員、どうぞ。 

○津田委員 ２点ありまして、１点目が今お話に挙がった項目と同じなんですけれども、今は

外部要因を挙げられていて、指摘としては要因を明らかにされたいということなんですけれど

も、参考資料の331ページ以降にその減少要因について項目挙げをしていただいていまして、
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確かにその農作物の価格の下落というのは影響としてあるのですが、余り私はちょっと農業の

ことはそこまで先生方ほど詳しくないので、客観的にこれを拝見したときに、かなりその内部

要因を、人事的な問題であったりとか、あとは組織の問題であったり、それを外部と捉えるか

内部と捉えるかというのは見る人によって変わるので。最終的に評価書はもうこれしか出てこ

なくて、もと資料というのは公表されないんですかね。参考資料…… 

○事務局（南里） 参考資料のほうは、公表されていません。 

○津田委員 公表されてないですよね。 

○事務局（南里） そのとおりです。 

○津田委員 なので、他者から、第三者からこの評価書を見たときに、外部要因のみが書かれ

ていると、外部要因のみによって影響を受けて、これからも乱高下するのかとか、あとはその

本当に内部的には何もないのっていう疑問は正直、抱くところではあるんじゃないかと、批判

的な見方をしたときになんですけれども。なので、内部要因でも多分、基金の方は当然ながら

その価格の下落だというのは肌身で感じられてはいると思うんですけれども、その内部要因に

ついて、あるのかないのか、まずは検証していただくというところを進めていただくのも必要

なのかなというふうに思っています。というのが１点目と。 

 あともう一点が、12ページ目の（３）の加入推進のところなのですが、そこで１点伺いたい

のが、すみません、ここでまたちょっと参考資料のほうも見ながらちょっとお話しをさせてい

ただきたいんですけれども、408ページ以降に今回、特別重点都府県、６県について協議をさ

れた結果を活動計画に落とし込んで、その進捗状況を確認をされていますと。協議をされた後

に４カ月から６カ月ぐらい後にこうやって進捗状況を確認されていますと。 

 ６県のうち高知については人数が、新規加入者数がふえていて、高知の進捗状況のほうをご

らんいただくと、418ページからなんですけれども、各項目について的確に全て実施状況を記

載されていて、実施できなかったものについては、いつ今後やるのかということを具体的に記

載をされています。これが理想形だと思っています。こういうことをすることによって効果が

出ていると、こうあるべきだと思うんですが。 

 片や、今回特に、ここの県もあれですが、特に言うと埼玉県とか和歌山県とかなんですけれ

ども、埼玉県ですと例えば409ページの３番のところで、実施見送りで、今後の予定がブラン

クになっていたり、特に実施していないとか、あと和歌山県は完全にブランクというところが

結構ありまして、結構というか何カ所かあります。そういうところについて、本来であれば、

まだ年度は３月までなので、これをどうフォローしていくのかということをしていくことが増
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加にも行く行くつながるはずなんですが、このままで、ちょっと先ほど本当は伺えばよかった

と思うんですけれど、フォローされているのかどうかというのも気になった点ではあります。 

 そこはもし、漏れているようであれば実施していただけるような方向で改善をしていただく

ことが、加入者増加にもつながるんではないかなというふうに、拝見していて思いました。 

 というので、以上です。 

○菅原数理官 基金のほうから、一言お願いします。 

○下條企画調整室長 おっしゃるとおり、高知県のほうはしっかり書いていただいていまして、

埼玉と本当に和歌山はいつも最下位グループでして、こちらも対応が頭が痛いところなんです

けれども。 

 これは昨年の11月現在でブランクでして、本当にまだ、どうしていくんだということは、こ

ちらからいろいろこう、言いたい、まあ、言わせていただきたいものは言っているんですけれ

ども、余り、だからこそこういう県なんだなというかですね。 

○津田委員 結果が。 

○下條企画調整室長 結果がですね。ただ、すぐに１年、２年で、長年こういうところがぱっ

と浮上するというのも、また一方で難しいかなと思っていまして、いろんな構造問題なりがあ

るので。高知はうまくいったんですけれども、和歌山については体制もちょっと考えようとい

うことも含めて昨年から議論をしていまして、かつて茨城県が体制を整備、つまり市町村を回

る人を増やして、浮上したんですね。重点県から卒業ということをかつてやっていまして、そ

ういう話も含めて昨年は実は、人の話も含めて、させていただいて。和歌山県も人の人選が終

わって、今年から１人増やして、今、体制強化をしたところでして、そういうところも含めて

やっていかないと、なかなかすぐにはいかないなというのが実感ですね。ご指摘はよくわかり

ます。我々もそう感じています。 

○平形課長 そうですね。外部要因、内部要因というお話の中で、確かに農業の収入の上がり

下がりというのは外部要因に入ってくるだろうなと思っています。ただ、一方で内部要因とし

て見れば、訪問化率がやっぱり減っているとか、それが多分上がり下がり、収入の上がり下が

りじゃなく、やはり推進そのものの話になってきて、減収が多いところに行くのはちょっと行

きづらいというのは気持ち的には何かわからなくもないんですけれども、そういったところが

多分あるんだろうなと思いますので、外部要因だけではなく内部要因も含めて、やはり分析を

しっかりしていただくということで、それに応じた改善策というものをやっぱり考えていただ

くというのが必要だと思いますので、ご指摘の趣旨を含めて我々ももう少し書き込んでみたい
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というふうに思っています。 

○菅原数理官 そのほか、何かございますでしょうか。 

○橋口委員 これは、ご質問というよりは、ちょっと私自身の理解をお話しさせていただいて、

そういうことでよろしいかということを確認させていただきたいんですけれども。 

 特にこの評価が分かれた部分で、先ほど課長さんから十分ご説明あったんですけれども、ち

ょっと前々から疑問に思っていたのが、この数字の出し方がですね。先ほども327ページのこ

とについて言ったんですけれども、年によってその分母と分子の年がずれていたり、そのずれ

が均等にずれているんだったらいいんですけれども、３年ずれているときもあれば、同じ年で

あったりとかですね。そういうところの数値のあやみたいな部分もあって、ちょっとこういう

ふうに、特にことし0.1ポイント増加という、特に低目に数字が出たのかなという気もしてい

たんですけれども。 

 しかし、そのことだけでｄと判断されたわけではなくて、いろんな数値を、ほかの数値も勘

案された上で、なお総合的に見てやはりこれはｄだろうとご判断されたということですね。 

○平形課長 そういうことです。特に分母によっては本当に農業者の若い方減っているんでで

すね。実はこの、なかなか難しいんです。基幹的農業従事者というのは、その農家の構成員と

いうことなんですけれども、収益が上がっている方というのは、大きくなるとだんだん法人化

していくところがあるので、途中でやめていくというよりも、やっぱりそういう形で農業者年

金の対象でなく厚生年金のほうにいってしまうというところもあるので、なかなかこの捉え方

だけで十分なのかな、どうかなというのは確かにあるんです。 

 あるんですが、ただ、それ以外のところで絶対値の数字だけ見ていくと、どうしても農業者

は特に少なくなってきているので、そこの絶対値の数字を右肩上がりで設定しろといったって、

そうじゃなくて、いや、少ないながらもやっぱり効率的にやっていらっしゃる方の中で、農業

者年金に入っている方の割合を一定程度上げていこうというのが、やっぱり一番この中では推

進としても意味があるんだろうなというところがあって、24年から25年のところに中期目標の

直すところもそんなふうにしていただいてですね。 

 それでやっているんですけれども、どうしてもその５年に一遍のセンサスというのは、いろ

んな意味で我々からしてもですね、実はこの後の構造動態調査とセンサスの調査方式が違って、

これが必ずしもまた一枚岩の結果になるかどうかというのがございます。だから、これ一本だ

けで見るのはどうかなというのはあるのですが、もう一つはやっぱり絶対値の数字のほうを基

金のほうも立てていただいている中でいうと、やっぱりちょっと2,700人に対して1,800は昨年
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の数字からしても相当やっぱり落ちているところもあって、そこのところは、いい年悪い年あ

るにせよ、なかなかそこのところで十分ですねという評価はしがたいなというような、ポイン

トプラス絶対値のところというのを見ながら、今回は出したという。 

 ちょっとこっちの書き方のほうが、今後の基幹的農業従事者の数字に対して、新規加入者の

増加数からして、小幅にとどまることは明らかであるというような、これは本当に、でも、ど

のぐらい減るかによって実はよくわからないんです。だから、ちょっとこの書き方でいいのか、

あるいは現在におけるその統計的な手法で得られるポイント及び新規加入者の絶対数というか、

2,700人の確保という目標、それから前年度までの数字の動向からしても、ｄ評価というかで

すね、８割の達成というのは難しいというふうに考えるというふうにしたほうがいいのかなと

思います。 

○橋口委員 今ちょっと計算してみたら、この24年度末の実績を24年度末の被保険者数で、25

年の、25年２月１日の構造動態統計の数値だと、15.5ぐらいの数字が多分出てくると思います。

だから、そういう意味ではやっぱり15.5から16.9というふうに、1.4ポイントぐらいの多分増

加だったのかなと。それから比べて、じゃあ今回どうかというと、確かに同じような統計手法

でやって、ことし予想される数字からしても、確かに少ないんだろうなとは、もちろん間違い

ないと思いますけれども。 

 質問というか、念のためということなので。 

○菅原数理官 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

 以上で議事次第２につきまして、終了とさせていただきます。 

 それでは、議事次第の最後になりますけれども、３の「その他」ですけれど、何かお話しさ

れたいこととかございますでしょうか。よろしいですか。 

 よろしければ、以上で全ての議事を終了とさせていただきます。 

 円滑な議事進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 また、冒頭に申し上げましたとおり、本日議論いただきました内容につきましては、議事録

として取りまとめ、後日公表させていただくことになります。内容がまとまり次第、ご出席の

皆様にご確認いただくことになりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○平形課長 すみません、補足で、特に主務省のほうの意見のところは、きょう有識者の方か

らいただいた意見を入れて、少しここのところは書き直しを若干したいと思いますので、それ

については先生方にもう一度見ていただいて、それで評価のほうの当省の判断というふうに、
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それでいきたいと思いますので、そこのところは別途もう一度確認をお願いしたいというふう

に思っております。よろしくお願いします。 

○菅原数理官 以上で終わりになります。ありがとうございました。 

                               午後４時４７分 閉会 

 


