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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会（第31回） 

議事録 

 

日時 平成２３年５月２４日（火） １０：００～１２：１０ 

場所 経済産業省 本館１７階 国際会議室 

出席者 

（委 員）：横田部会長、清水委員、寺村委員、伴委員 

（事務局）：岸貿易保険課長、岡田貿易保険課長補佐、他 

（独立行政法人日本貿易保険）：鈴木理事長、稲垣理事、大岩監事、岡田総務部長、他 

 

議題 

（１）平成２２年度の業務実績について 

（２）日本貿易保険の中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直し 

当初案について 

（３）平成２３年度の年度計画について 

（４）日本貿易保険役員報酬規則の改定について 

（５）その他報告事項 

 

議事内容 

岸貿易保険課長 

 おはようございます。これより独立行政法人評価委員会第31回日本貿易保険部会を開催

いたします。本日は委員の皆様におかれましては、ご多用のところありがとうございます。 

 本日、安念委員は所用によりご欠席という連絡をいただいております。それから、本日、

席上にマイクがございます。ご発言の際は緑のボタンを押してご発言をいただければと考

えております。 

 さて、議事に入ります前に、新しい委員をご紹介させていただきます。阿部委員がご退

任され、新たに寺村委員にご就任いただいております。寺村委員、よろしければ一言自己

紹介を賜ればと思います。 

 

寺村委員 
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 おはようございます。寺村でございます。今回より評価委員に任命されましたので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 初めてでございますので、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思いますが、昭和23

年、1948年生まれでございます。したがいまして、ことしで63になります。早稲田大学の

機械工学を卒業しまして、メーカーに行かずになぜか商社に入りまして、71年に卒業と同

時に三菱商事に入りました。以後、仕事の内容としては、機械輸出であるとかプラント輸

出を担当してまいりました。したがいまして、貿易保険には大変お世話になってまいりま

した者の１人でございます。 

 海外駐在は合計４回ありまして、１回がベトナム・ハノイでございます。あとの３回は

何とインドネシアのジャカルタに赴任いたしまして、去年の５月にジャカルタから戻って

まいりました。ジャカルタでは、最後のほうはアジア・大洋州統括として、東は韓国から

西はパキスタンまでを統括しておりました。通常、ほかの商社の方ですと、シンガポール

がアジアの中心ということなのですけれども、私どもはジャカルタをベースにアジアを統

括してきたということでございます。去年の５月にジャカルタから戻りまして、現在は日

本カザフスタン経済委員会の委員長も務めさせていただいております。 

 そういうことで、今申し上げましたように、貿易保険には大変お世話になりましたし、

なじみもありますので、今回、評価委員ということでご指名をいただきましたので、でき

るだけ皆さんのお役に立てるように努めさせていただきたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

岸貿易保険課長 

 寺村委員、ありがとうございました。 

 議事に入ります前に、本日、ＮＥＸＩからは鈴木理事長、稲垣理事、大岩監事ほかの幹

部の皆様にご出席いただいております。なお、稲垣理事と大岩監事におかれましては、４

月１日に新たにご着任されたところでございます。 

 さて、本日の議題でございますが、議事次第にございますように５点、 (1)22年度の業

務実績、 (2)中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直し当初案、 (3)平成23年

度の年度計画、 (4)報酬規則の改定、 (5)その他報告事項ということで予定しております

ので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 次に、配付資料の確認でございますが、座席表、議事次第、配付資料の項目の一覧、そ
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して委員名簿の下に資料１―１から１―４まで。それから資料２から資料５まで、下のほ

うに参考資料１―１から１―５、２、３、４といった順番になっておりますので、万一不

足がございましたら後ほど事務局までお知らせいただければと思います。 

 それでは、議事に入りたいと思います。これからの議事進行につきましては横田部会長

にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

横田部会長 

 それでは、議事を進めたいと存じます。従来どおり本日の会議は非公開とし、一部の非

公開資料を除く資料及び議事録は後日公開させていただきますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

  

１．平成２２年度の業務実績について 

横田部会長 

では、まず、議題の (1)から、平成22年度の業務実績についての議題に入りたいと思い

ます。 

 まず、ＮＥＸＩからご報告いただきます。各委員の評価を踏まえて、次回の部会で評価

をまとめる予定です。それでは、ＮＥＸＩからご説明をお願いいたします。 

 

岡田総務部長 

 それでは、ただいまから平成22年度のＮＥＸＩの業務実績についてご説明いたします。 

 資料１－１の業務実績表について、パワーポイントの資料で説明をさせていただきたい

と思います。資料１―２、「2010年度のＮＥＸＩの取組」という横長のカラー、スクリー

ンに映っているパワーポイントの資料をご覧ください。 

 まず３ページ目からまいりますが、ＮＥＸＩを取り囲む事業環境についてです。ＮＥＸ

Ｉの事業環境はいろいろあるわけですが、一番大きいのは、やはり日本のトータルの輸出

額でございます。日本の輸出額は前年、2009年に比べれば若干増えたということでありま

すが、この棒グラフでご覧になればわかるとおり、直近のピークである2007年から比べる

と、その８割ぐらいしかないという状況でありまして、ようやく底は打ったものの、余り

芳しい状況ではないということであります。 



 

 

- 4 - 

 他方、もう１つの我々にとって重要な事業環境では、日本の銀行の海外向けの貸し付け

につきましては比較的安定しておりまして、輸出ほど凸凹はないということで、基本的に

は輸出と並行したような形になっておりますが、若干平準化されているということであり

まして、昨年よりも延びているということでございます。 

 なぜここで輸出額と貸付残高の推移をご紹介したかと申しますと、前者のほうがいわゆ

る伝統的な輸出保険の事業環境でありますし、後者のほうは海外事業貸付保険のような金

融系の保険の事業環境に対応するということでご紹介した次第であります。 

 このような事業環境を受けて、保険の引受実績はどのようになっているのかというのが

次の４ページでございます。貿易一般保険は、ピークに比べれば輸出が低いものの、前年

度比は増えているという説明は先ほど申し上げたとおりですので、順調に17％の伸びを示

しております。これだけ伸びたというのは、最近頭打ちの中では比較的大きな伸びだった

のではないかと思います。貿易一般保険はこのグラフの中でいうと下のピンクと黄色の部

分でありますけれども、ピンクと黄色の部分は最近ではかなり久々に伸びたということが

わかると思います。 

 それに比べまして、海外事業貸付保険は前年比で下がっておりますが、これはリーマン

ショックの後に海外日系企業向けの運転資金貸し付けを一挙に出しましたのが一段落した

ということで、下がったといっても、前の年が非常に高かったということを反映している

と私どもでは評価しております。 

 次のページでございます。このような実績を受けまして、保険料収入ベースでいいます

と、貿易一般保険からは保険料収入が28％増えているということでございます。先ほど、

件数実績自身は17％ですが、収入は28％増えているということであります。これは何故か

といえば、やはり保険料率の高い新興国向けの輸出が伸びたということを反映しておりま

す。 

 

 ７ページでございます。保険金の支払いは、非常事故、いわゆる国の事故につきまして

は、キューバとかアルゼンチンといった過去の事故についての返済期日ごとの支払いとい

うことで、新たな事故ではありません。 

 信用事故は毎年幾つか起こるわけですけれども、最近でいいますと、カナダとかウクラ

イナにおいて信用事故のケースが新たに発生して、若干の支払いになっているということ

でございます。 
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 ８ページの保険金の回収でございますが、リスケ債権の回収は順調に進んでおりまして、

残高は減尐しております。全体で申し上げますと収支の状況は非常にいい状況になってお

ります。 

 43ページの決算の概要のご紹介に移らせていただきます。 今ご説明いたしましたよう

な全体の保険料収入の状況とか保険金支払いの状況、回収の状況を総合し、当期の損益と

して 216億円が計上され、自己資本が積み増されて、財務基盤としてはさらに強固になっ

ております。 

 簡単に内訳を申し上げますと、昨年度の正味の保険料収入は 111億円で、前年度に比べ

て若干の増収になっております。他方、保険金の支払いは７億円に減尐しております。資

産の運用収益については、長期の国債への買い換えが成功して、59億円でございます。事

業費・一般管理費は若干の減ということで、経常損益は58億円で昨年度並みの水準を確保

いたしました。 

 特別損益につきましては、リスケ債権の評価方法を監査法人とも協議の上、開発いたし

まして、その結果、全体的には 158億円が計上されたということでございます。以上総合

いたしまして、当期の損益は 216億円ということになりました。 

 例年でありますと、決算は７月の評価委員会でご報告させていただいておりましたけれ

ども、今回は、５月の評価委員会に間に合わせたいということで、業務フローなどを工夫

いたしまして、５月の評価委員会でこのようにご紹介させていただいたということでござ

います。 

 ほとんど誤差はないと思いますけれども、この後、監査法人のお墨つきを得てから外部

に発表ということになります。 それでは、この１年間に我々が具体的にどんなことをや

っていたのかということについてご説明させていただきたいと思います。10ページの国民

に対して提供するサービスその他の業務の質の向上への取り組みというところでございま

す。 

 まず、今話題として非常に大きいものから申し上げますと、東日本大震災への対応でご

ざいます。３月に地震が起きた直後から、基本的には、まずは罹災された中小企業の方々

などに対して、例えばいろいろな手続の猶予でありますとか、負担の減免とかを即座にや

らせていただきました。 

 次いで需要がだんだん大きくなってきたのがいわゆる放射能汚染への風評被害です。例

えば中国に輸出したら、そこでこれは日本から来たものだから輸入できないというような
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ことがいわれたときに、その損失を貿易保険でみることができますということを申し上げ

ました。 

 それで、私どももこういうケースが実際どのくらいあるのかというのは新聞報道などで

知っていた程度です。ただ、実際にそれでお困りの方々がいらっしゃればお助けしたいと

考えていたところ、折しも取材があり、別添は日本経済新聞の４月10日の１面トップに載

りました。私どももこんなに大きく取り扱われるのかとやや驚くぐらいの非常に大きな扱

いを受けました。こういう風評被害への対策について世の中の関心が非常に高いというこ

とがよくわかりました。 

 この記事が出た結果、これは日曜日に出た記事なのですが、翌日の月曜日からＮＥＸＩ

の電話が鳴りっ放しという感じで、特に最初の週は 約100件の電話がかかってくる日々が

続いたということであります。 

 さらに、そういう反応がありましたので、商工会議所とか、金融機関の説明でもこうい

う紹介をさせていただいておりますし、いろいろなところでこういう対応をご紹介させて

いただいております。 

 これらは地震の話で、今回の年度でいうと最後の２週間ぐらいで起こったことでありま

すが、今話題として非常に大きい話でございますので、まずは冒頭に取り上げさせていた

だいた次第でございます。 

 12ページからは、私どもの日ごろやっている活動に戻ります。今年度でいいますと簡易

通知型の包括保険という形で、シンプルなやり方でお客様の負担にならないような形で簡

単にできる保険を去年から販売を開始しております。 

 それから、特に中小金融機関との提携、付保されている貿易保険債権を信託する制度を

開始して、メガバンクとの間で実際の例を紹介してございます。これは13ページでござい

ます。 

 14ページは、これは従来からやっておりますけれども、アジアの貿易保険機関――ＥＣ

Ａｓというのは貿易保険機関、Export Credit Agenciesのことなのですが――との再保険

ネットワークをさらに強化して、この年度で申し上げますと、台湾、韓国と再保険協定を

締結いたしました。 

 15ページは、商工中金とかメガバンクとの連携でございます。 

 16ページでございますが、これはいろいろな金融機関等の提携の中でも一番大きく、か

つ将来にわたってインパクトがあるのではないかと考えているのですけれども、一言でい
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えば海外の日系の保険会社を通じていわゆるフロンティングを行うという制度をつくって

いるということでございます。 

 17ページです。これは、毎年目標として書いてあるのですけれども、いわゆる平均の査

定日数につきましては例年どおりの目標を達成したということでございます。 

 18ページ、広報活動ということでいろいろやらせていただいていることでございます。

19ページです。これは利用者の方々から随分ニーズがあったのですけれども、一言でいう

と私どものホームページが若干古い。これは発足以来余り変えていなかったところもござ

いまして、使いにくい、わかりにくい、見にくいといろいろいわれておりまして、いろい

ろ議論していたのです。この４月から新バージョンを作ってホームページにしております。

非常に手前みそではございますけれども、ビジュアルな点でも、使い勝手の点でも、お客

様のニーズを現在の技術でできる限りすべて反映しましたので、非常に使い勝手のいいも

のになったと自負しております。 

 20ページです。利用者のニーズの拡大ということで、これも先ほどと重なりますけれど

も、いろいろな損害保険会社や銀行と提携や業務委託をやらせていただいております。 

 利用者ニーズの把握と分析とか、内部統制につきましては時間の関係で割愛させていた

だきまして、次に25ページに飛びます。 

 25ページは、これも今年度の１つの大きな政策的なテーマでございますけれども、去年

の６月の新成長戦略の中で、パッケージ型インフラの海外展開について非常に大きな政策

決定がなされまして、パッケージインフラの海外展開の本部のようなものも内閣官房の中

につくられて、政府全体の取り組みとして位置づけられたということであります。それを

受けまして、いろいろな海外投資保険における相手国の政策変更のリスクをより大きくと

れるようにするとか、海外の販売拠点を通じた第三国での取引に対するリスクに対するて

ん補とかそういったことを行ったということであります。 

 それから、現地通貨建ての為替リスクへの対応の強化です。これによって、基本的には

ユーロとかドルだけだったものをほとんどの現地通貨、非常に小さい国は対象外ですけれ

ども、普通の企業が取引しているような中くらい以上の国の為替リスクはかなりとれるよ

うにいたしました。 

 26ページです。これは引き続きリーマンショック以降の金融危機対応をさせていただい

ているということでございます。 

 27ページでございます。これも引き続きの話でございますけれども、資源エネルギーの
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保険です。 

 29ページは地球環境対応の保険であります。 

 31ページは中小企業対応の保険をやらせていただいております。 

 32ページは最初に申し上げたインフラの海外展開支援についての実例でございます。 

 33ページは、従来からボーイング社製の飛行機の輸出について、日本で付加価値をつけ

ている分につきましては私どもで再保険の引き受けをしております。加えて、今まで国産

の航空機の輸出が純国産という意味ではなかったわけですが、今回、リージョナルジェッ

ト、ＭＲＪを久しぶりに純国産航空機として出すということになりましたので、これにつ

いては販売前から応援しておりまして、とりあえず最初の50機の受注についてはいささか

なりとも貢献いたしたのではないかと思っております。 

 34ページでございます。民間保険会社による参入の円滑化ということでございますけれ

ども、もう一回ご説明いたします。 

 私どもができることとして、基本的には輸出保険というのは国内からの輸出しかできな

いのですけれども、海外の現地の保険会社、例えばシンガポールでいえばシンガポールの

保険会社は、シンガポールにある日系企業がシンガポールからどこか、中国とかインドで

もいいですが、そういった国に輸出するときに、これはもちろん現地の保険会社がシンガ

ポールで免許をとっていればできるわけです。 

 今、損保さんも日本企業の生産拠点が海外に行くのに従って海外展開をどんどん加速さ

れています。シンガポールなどにも日本の主立った損保会社の現地法人があるわけですけ

れども、その現地法人がそこにある日本の企業のシンガポールからの輸出をサポートする。

ただ、彼らもシンガポールの拠点だけではその需要になかなか対応できない。それらのリ

スクをそこだけで抱えるわけにもいかないので、その後ろにＮＥＸＩが再保険という形で

入ってあげるという形で、実質的に外―外と私どもの言葉ではいうのですけれども、第三

国への輸出をサポートできる。貿易保険で間接的に日系の損害保険会社に関与していただ

くことによって、私たちでは直接できないほかの国からの輸出をサポートする仕組みをつ

くったということでございます。 

 これも新聞記事に大きく取り上げられまして、また先ほどの新聞記事に戻っていただき

ますと、前から３枚目に「貿易保険、海外工場の輸出も補償」というのが出ていると思い

ます。こういう形で、やはり日本企業の海外での活動をどれだけサポートするかというの

は、日本全体にとっても大きな課題になっておりますので、日本経済新聞の１面に大きく
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取り上げられました。 

 ということで、これが拡大していけば、我々にとってある種、永遠の課題の１つであり

ます外での取引をサポートしてくれないかということに対して、１つの大きな解が生まれ

たのではないかと思います。したがって、もちろん海外に既に展開された日本の製造業の

方々のお役に立てると思いますし、日本の損保会社で海外でご活躍されているところのビ

ジネスにも直結するということでございまして、私どものもてる力をいろいろな分野の方

々にご活用いただける１つの手法ではないかと手前みそながら考えているということでご

ざいます。 

 それでは、スライドに戻っていただき、35ページでございます。業務運営の効率化とい

うことで、これについても評価委員会に報告しなければならない事項として簡単に触れさ

せていただきたいと思います。 

 36ページ、一言で申し上げれば、業務費についても、一般管理費についても、削減目標

を達成しております。 

 37ページ、人件費の削減についても、国家公務員に準じてやらせていただいております。 

 給与制度についても、より頑張っている人が報いられるような形で見直しをしたいと考

えておりまして、今、見直しに着手したところでございます。 

 38ページですが、契約についてもまた政府の計画なのですけれども、随意契約を見直せ

ということなので、契約の監視とか、39ページ、システムの開発とか運用について努力し

ておりまして、特にこの分野の大きな成果としましては、メイン及びバックアップ用のデ

ータセンターを構築しましたということでございまして、これはいわゆる基盤更改を昨年

末から今年の１月にかけて、年末年始を使いまして実施して、かなり斬新な更改内容だっ

たのですが、幸いにして非常にうまくいったという評価をいただいております。 

 以前は経産省の建物の中に物理的なシステムを置いてデータを持っていたわけですけれ

ども、これもきちんと日本の銀行などが使っているデータセンターとして強固に建てられ

た建物にシステムを置きまして、そこで急に震災などがあったときも対応できるようにさ

せていただいたということで、システム的には一人前の金融機関といっていい体制をよう

やく確立したということです。たまたまその直後に今回の大震災もありましたので、非常

に時宜を得たというか、間に合ったということです。今回の大震災の際も私ども、ちょっ

と心配はしていたのですけれども、そのようなデータセンターがきちんとできていたおか

げで、システムの点では何ら問題はなかったということであります。 
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 40ページでございますけれども、財務内容の改善につきましてでございます。これは例

年と同じでございますけれども、引き続き債権管理と回収について強化させていただいて

いるということです。これも例年どおりですけれども、保険をつけた後で、事故が起こる

間に幾つか段階があるはずということで、重要な案件について特にモニタリングを行って、

保険をつけた国とか関係する業界とか、そういうところの状況を随時ウオッチして、事故

になってから気づくのではなくて、事故になりそうなこともきちんと気づいていく体制を

さらに強化しているということでございます。 

 以上で私からの2010年度のＮＥＸＩの取り組みについてのご説明を終了させていただき

ます。 

 

鈴木理事長 

 若干補足説明をさせていただきたいと思います。 

 一言でいいますと、今、岡田総務部長から話がありましたように、2010年というのは、

外向けには商品設計を多様化し、ニーズに応えるためにいろいろな努力をし、かつ内向き

にも大きなリスクをどのように管理するかのための体制固めを本当に一生懸命やったとい

う１年だったと思います。 

 ＮＥＸＩは2001年から始まりまして、2011年は10年目ですけれども、当初の９年間、リ

ーマンショックがある前を考えますと、日本経済も順調に伸びてきて、それに従って輸出

も伸びて、ＮＥＸＩの一番大きな問題意識というのは、組織体制をどうするか。要するに、

独立行政法人でいいのかという組織論をずっとやっていた時代でしたけれども、リーマン

ショックの後、非常に大きな経済的変動で、そういう組織体を議論しているよりも、ニー

ズに応えるためにはどうすればいいかというのが非常に大きな主題になった時期だと思い

ます。リーマンショックのある程度の解決の後に、我々として問題意識をもって取り組ん

だのが2010年だということがいえると思います。 

 大きな流れは２つあったと思いまして、１つ、日本の企業の国際競争力がなくなってく

るということで、輸出が減ってきても、これは必ずしも日本全体の輸出が減っているから

というのではなくて、やはり国際競争力がなくなってきている分野があると思うのです。

それに対して、１つは銀行があり余るというか、預金が非常にありまして、その使い方を

どうするかというので、例えばバイヤーズクレジットとかバンクローンという形で、日本

の金利の安さを国際的に活用してどんどんと外に出ていくということです。それに対しま
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して、私どもは海外事業資金貸付制度というものをとらえて、金融危機対策だけではなく

て、今後のいろいろな外のプロジェクトを日本の金融機関の企業にどんどんとやっていこ

うということでやってきたことで、今後も非常に大きく増えると思います。 

 日本の銀行の方々が、日本の中ではなかなか成長力がないので、やはり外に出ないとだ

めだと。ところが、バーゼル規制とか、一方でリスクが非常に大きくなってくるというこ

とで、保険のニーズはどんどん高まってきて、私ども、今、銀行のお客さんというのは、

３メガバンクは上位10社の中にかなり上位で入っているという現状になりまして、銀行と

の間のいろいろな意見交換ともかも頻繁に行っております。そういう形で、銀行を主要な

顧客に設定して、今後いろいろな新商品開発をしていく必要があると思っております。 

 それから、日本の企業も日本から出すのについては国際競争力がないのですけれども、

海外工場をどんどんつくって、海外から展開する。これをどういう形で私どものお客さん

にするかというのは、いろいろ悩んできたのですけれども、さっき岡田が申し上げました

ように、外の企業に日本の損保とか海外の損保で受けさせて再保険する。これは主に日本

の３損保と話をしているのですけれども、彼らは、最初はやはり人材がなかなか、日本で

こういう保険をかけているのは――これは評価委員会の方々からも民間参入が非常に尐な

いと。日本の国内から外に出すときの輸出保険というのは、民間は10％も行かないので、

いつも怒られているのですけれども、海外でそういう人材を育てることによって国内的に

も人材を育てるということもあって、今、損保さんも非常に熱心で我々と意見交換してや

らせていただいております。 

 ただ、ご承知のように海外活動はリーマンショックの後、リスクが非常に大きくなった

ということで、やはり日本の会社も銀行も、もう一度リスクを見直そうということ。それ

と関連して、プロジェクトの規模が物すごく大きくなっているわけです。サハリン石油開

発とか１兆円規模、日本のエクスポージャーも非常に大きくなるという中で、需要にうま

くこたえれば、我々はそういうニーズをきちっと満たしていくことができると考えており

まして、そういう意味で、2010年はその第一歩であったと我々は考えております。 

 そういうユーザーの意見を十分聞くことによって、今後もそういう形でのニーズに応え

ていって、新しい商品設計をどんどんとやっていきたいと思っておりますので、2010年は、

そういう意味では改革元年といっていいのではないかという位置づけを私どもはしており

ます。 

 それにもまして重要なのは、そういう体制に応えるための内部体制です。要するに、日
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々、我々がもっているエクスポージャーがどの程度のリスクがあるのかというのも的確に

つかまえておかないと、事故が起こったときに回収しなければいけませんので、そういう

問題でも新しい問題がたくさんありまして、さっきも説明がありましたが、リスク評価委

員会を設けるとか、各国のＥＣＡ、こういう形で一番進んでいるのはイタリアなのです。

そういうところとも連携して、要するにリスク評価をどうするかとか、万が一取り立てに

行くときに、例えば飛行機とか何かであれば、当然それを処分しなければならないので、

そういう国際マーケットの現状がどのようになっているのかというのをいろいろ勉強して

いって、大きなリスクを受けるに当たって、それをきちっと管理できるいろいろな意味で

の体制、人材の育成を含めて、そういう点を今後心がけていきたい。これも緒につき始め

たばかりで、こういう場で皆様方のいろいろなご意見をいただければ参考にしてやってい

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

横田部会長 

 ありがとうございました。ご質問あるかと思うのですけれども、議題 (1)の関連の資料

のご説明をしていただいてからご質問等を受けたいと思いますので、事務局からお願いい

たします。 

 

岸貿易保険課長 

 資料１―３、１―４として、アンケート調査といったものを配付しておりますので、評

価のご参考にしていただければ幸いです。 

 資料１―３は、ＮＥＸＩの利用実績上位 200社に今年の２月から３月にかけてアンケー

トをとったものでございます。 

 資料１―４は、民間保険会社ということで、ＮＥＸＩが業務委託契約を締結している相

手方の民間保険会社５社にアンケート調査をしております。ご覧いただきますように例年

とほぼ同様の数字が出ております。ご質問がもしあればお答えしたいと考えております。 

 このほか参考資料として、評価の基準、総務省からの指摘がございますけれども、評価

の基準については例年と同様です。総務省からは日本貿易保険については特段の明示的な

指摘はございませんが、ご参考にしていただければ幸いです。 

 以上でございます。 



 

 

- 13 - 

 

横田部会長 

 ありがとうございました。それでは、今までの説明に対しまして、ご質問、ご発言等ご

ざいましたらどうぞお願いいたします。 

 

伴委員 

 ご説明ありがとうございました。今日伺っていて、全体を通して質問というかコメント

になるかと思うのですけれども、10年を振り返って、業務範囲を拡大してきましたと。一

方で、１人当たりの生産性という意味では上がってきたというところを伺った上で、今後

もやはり業務範囲を拡大していきます、人はなかなか増やせない、あるいは人件費もとい

うところで、現状、マネジメントの方からごらんになられて、従業員の方々のモチベーシ

ョンとかモラルのようなことについて、何か変化があるのかというご認識を伺えればとい

うのが１点目です。 

 もう１点は、それに関連してですけれども、ＮＥＸＩとしてやっていかれようとする今

後のことに関して、人的なリソースがボトルネックになってしまうというリスクを現状感

じられていらっしゃるのか、そのあたりのコメントをいただければと思います。 

 

鈴木理事長 

 私からお答えしますけれども、まず人的リソースがボトルネックになっているというの

はもう顕在化していると思います。そういう意味で消費者の方とかお客様からいろいろ聞

いているのですけれども、長期の案件が大型化しますと、１回話を聞いて終わりというわ

けではなくて、かなり長くいろいろな状況を聞かなければいけないという問題があります。 

 それから、これも前の委員会で申し上げたのですけれども、金融とかが非常に潤沢なと

きは、保険は最後の段階なのです。プロジェクトが成熟して、最後、物になるものについ

て話を聞けばよかったけれども、今、金融が非常に逼迫しているから、最初の段階からめ

どを聞いてからプロジェクトを詰めるということになるので、あらゆる段階で呼ばれるの

です。例えば米国の原子力などでも、ＤＯＥのスキームを決めるときに既に呼ばれるので

す。要するに自分たちだけではできないから、日本の金融をつけてくれるのかとその段階

で呼ばれるのです。そういう意味で、仕事の範囲はものすごく広がっているのです。 

 ところが、人員は非常に限られているというので、むしろお客様がお話しに来たいとい
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っているのをちょっと待ってくれという形で、お客様にはかなり迷惑をかけているという

現状が既にあります。だから、さっき岡田総務部長が申し上げたように、我々としてはど

っちを優先すべきなのかというのを、本音ベースで保険課にも人を増やしてくれないと、

これ以上ニーズに応えられませんというのは申し上げております。前の委員会でも申し上

げて、委員の先生に議事録に残してやろうという形で残していただいたこともあるのです。

そういう意味で、これは非常に大きなネックになってきていると思います。これが１点。 

 それから、モラルの点というのは、非常にうれしい状況になっていて、皆さんのモラル

は非常に高いです。おもしろいと思いましたのは、2001年にできたときには、民営化だと

いうので、官から離れて民で自由にやるのだということだったのですけれども、最近のリ

ーマンショックの後の世界各国の輸出振興、オバマが輸出を５年間で２倍にするとか、Ｅ

Ｕにしても輸出がある意味での国家的関心事項、各国の成長をやるためには輸出をしなけ

ればいけない。そのためのＥＣＡは世界各国、フランス、イギリス、ドイツは公務員がそ

のままでやっているわけです。それでなくても独占的地位でやっている状況の中で、我々

は国の政策に寄与しているのだという意識が非常に強くなってきまして、組織からみると

通産省から離れて、独立行政法人、経営の仕方も民営化という形で、組織形態は民営化に

近づいているのですけれども、そういう意味での意識は、私たちは民間ではない、国の政

策の一翼を担ってやるのだということで、モラルは非常に高くなっていると思います。一

言でいうとそういうことだと思います。 

 もう１つ、これも前に申し上げたのですけれども、私どもの監査役は前経団連会長の今

井敬さんなのです。我々は事業を説明しますと、当然人員を倍にして、資本金も増やして、

営業を拡大すべきではないかというのが民間の経営者の通常の反応です。貸借対照表、損

益計算書をみても、何で君たちは規制されているのだということをいわれまして、彼も説

明しましたように、独立行政法人というのは最初はまさに理想で始まったのですけれども、

その後、国のほかの 100％税金をもらって組織も特殊法人といわれているのは全部独立行

政法人に移行しまして、独立行政法人のオリジナリティーというかアイデンティティーが

何なのだということになっているという現状があるのです。その点については、まさに皆

さんのご意見も伺いたいし、独立行政法人全体を議論するときにそういう視点を失っては

いけないと思っております。 

 ただ、そういう状況の中で、職員は非常にモラルを高くもって、残業もしながら、日曜

日も出てきて仕事をやっているという現状でございます。 
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横田部会長 

 ありがとうございます。ほかには。どうぞ。 

 

寺村委員 

 先ほど来、理事長、あるいは岡田部長から詳細なご説明をいただきまして、ありがとう

ございました。最初に申し上げましたように、私もかつて、あるいはインドネシアにいた

ときも貿易保険に大変お世話になりまして、なじみがあるのですけれども、きょうお話を

伺っていて、まことに僭越ではありますが、非常によくやっておられるという印象を強く

受けました。特に新しいニーズがいろいろ出てきているものをとらえられて、それをいち

早く具現化されておられますし、そういう意味で従来にない動きを感じさせていただきま

した。 

 そういう中で、今もお話がありましたように、一番問題は人材ではないのかなと思いま

す。今ご説明いただきましたように、現在モラルも高くいらっしゃるし、皆さん一生懸命

やっておられるということですけれども、無理がありますとこういうのはなかなか長続き

していかないということが一番懸念材料として感じさせていただきました。 

 独立行政法人としてのいろいろな制約があるのだと思いますけれども、本来ＮＥＸＩが

負っている責務、日本からの輸出促進であるとか、日本企業のサポートであるとか、いわ

ゆる国益にかなう事業をされておられるわけですから、そこの本質を見失うということは

いけないのだろうと思うのです。ですから、人材育成を含めて、そこのところはある程度

法律でそうなっているのか、行政指導なのか、私もよくわかりませんけれども、その枠を

越えて、本来のあるべき責務を負えるような形にもっていくべきなのだろうと強く感じま

したし、そういう意味で我々がお役に立てるのであれば、積極的にやらせていただきたい

と思いました。 

 それから、先ほど申し上げましたように、私はインドネシアにおりましたけれども、そ

のときにも保険事故がありまして、民間企業としては現地で大変苦労いたしました。その

ときに民間企業としては幸いにというか、当然貿易保険をかけさせていただいていました

から、ＮＥＸＩの方からもシンガポール、あるいは東京からご出張いただきまして、随分

サポートしていただきました。そのおかげもありまして、非常に膠着していたところが問

題解決できたということがありますので、やはり海外も含めてＮＥＸＩがもっと積極的に
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展開していっていただくということが国益にかなっていくのではないかなと強く思ってお

ります。質問ではないのですけれども、コメントをさせていただきました。今日初めて伺

ってそのように感じました。 

 

横田部会長 

 ありがとうございました。ほかにはよろしいですか。どうぞ。 

 

清水委員 

 先ほど鈴木理事長のお話の中で、2001年から2009年ぐらいまで、ＮＥＸＩというのはど

ちらかというと組織論、体制論ということを中心に、ある意味で運営もされていたでしょ

うし、外部評価もそのようなところが中心に評価されていたと。しかし、2010年度は外部

環境が大きく変化して、果たしてそこのところはそのままでいいのかなという問いかけが

あったと私は受けとめたのです。 

 私自身、この委員を拝命して以来、実はずっとそのことを疑問に思っておりました。つ

まり、独立行政法人という１つの形。これがしかも横並びの形。したがって、それを評価

するに当たっては、１つの共通したベンチマークというのでしょうか、そのようなものに

基づいて我々は評価をしなければならない。それから外れると部会長にお叱りを受けたり

する場面も実はあったわけなのですけれども、結局、そこのところを我々はどのように受

けとめて評価をさせていただいたらいいのかというところが実は一番大きなポイントでは

ないかなという気がするのです。先ほどの職員１人当たりの生産性というのも、実は評価

の仕方によって大きく変わってくると思うのです。 

 我々がそこの部分を2010年度の評価をさせていただくときのポリシーとして、いうなれ

ば独法の定型的な評価のクライテリアは、それはそれで無視するわけにはいかないでしょ

うけれども、それに加えてといいますか、あわせてこの市場環境の中で、2010年度、ＮＥ

ＸＩさんが果たしてこられた役割、機能、あるいは取り組みの姿勢というものを我々はし

っかりと受けとめて、それも大きな評価の要素にさせていただくということを私はあえて

お願いしたいと思うのです。そうしないと、時代遅れの評価のままになってしまって、そ

れこそ先ほどお示しいただいた韓国、中国の追い上げ、急な企業環境の中で、何かとんで

もない評価を下してしまうということになりかねない。その辺のところも考えまして、そ

ういうお願いを申し上げる次第なのですが、それは部会長がお決めいただくことですか。 
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鈴木理事長 

 例えば評価基準に民間損保会社の参入というのがありまして、これをたくさんやらなけ

ればだめだということなのですけれども、一方で新しくニーズに応えて、我々がどんどん

とつくっていくと、我々のシェアが当然のことながら増えるわけですよね。だから、そこ

ら辺が非常に矛盾がありまして、例えば今回も、私どもは昨年、そういう評価をいただい

た後、要するに民間の保険会社の社長さんとかが直接会って、ぜひやってください、我々

もどんどん協力しますから、協調保険でやりましょうということをいろいろやっているの

です。 

 例えば今年度に入りますと、民間損保さんは今回の地震対応でそれどころではないので

す。だから、我々が幾ら努力しても限度があるので。逆にいうと、損保さんも海外に出る

から、海外の損保を再引き受けしようということで共同してやるとか、むしろ我々が積極

的に努力しているのですけれども、なかなか応えていただけないというのが実情なのです。 

 海外の保険にしたって、本来ならば民間の損保さんからこういわれているのでやってく

れないかという話が来るのが普通だと思ったら、全然違うのです。私たちが企業から話を

聞いているのです。それだったらそうしようではないかといって、個別に損保さんを呼ん

で、ぜひこれをやってください、検討してください、場合によってはお客様で紹介してや

ってくださいといって、ようやく実績を上げているということなので。 

 今、清水委員から非常に温かいお言葉をいただきましたので。単なるシェアをみて、減

っているからだめだというのではなくて、トータルにいろいろみていただきたい。私から

要望という話ではないのかもわかりませんが、現実はそういう状況で、特に今年度の損保

さんなどは恐らく震災の対策で精いっぱいで、とてもという感じだと思います。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。お３人のお考えが共通しているような気がいたしましたので、

これを踏まえて今後の評価の進め方のお話に入りたいと思います。 

 では、事務局からお願いします。 

 

岸貿易保険課長 

 具体的な評価につきましては、次回、７月の会合でお取りまとめいただく予定でござい
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ます。例年同様、各委員から事前に評価のコメントを頂戴しまして、事務局で整理をして、

次回のご審議にご活用いただければと考えております。つきましては、評価コメントを記

載するフォーマットを皆様のお手元に後ほどお送りいたしますので、恐縮でございますけ

れども、整理の都合上、６月15日をめどに事務局までご提出いただければ大変ありがたい

と考えております。 

 以上です。 

 

２．日本貿易保険の中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直し当初案について 

横田部会長 

 それでは、引き続きまして議題 (2)日本貿易保険の中期目標期間終了時における組織・

業務全般の見直し当初案について移らせていただきます。事務局からご説明をお願いしま

す。 

 

岸貿易保険課長 

 資料２でございます。今年度、平成23年度でございますけれども、現行中期目標の最終

年度、３年間の最後の年ということでございます。独法、通則法、法律の規程に基づきま

して、組織・業務全般の見直しにつきまして部会、評価委員会のご意見を数回にわたり伺

うことになっております。本日は、見直しに関する当初案ということで、経済産業省貿易

保険課がたたき台を用意させていただきました。ポイントをご説明をさせていただきます。 

 １ページ目で、基本認識といたしまして、設立目的であるとか、保険の特徴について記

載がございます。 

 ３．として、これまでのＮＥＸＩの取り組みというところで、今の中期目標期間が始ま

った平成21年４月以降、20項目余りの制度改善を実施していること、２ページ目以降、国

際金融危機、新成長戦略、それから震災対応といったものを含めて、国の重点政策を踏ま

えた取り組みを行ってきたことが記載されております。 

 それから、民間事業者の事業機会拡大の取り組み努力、サービスの向上、商品性の改善、

業務運営の効率化、財務内容の改善といった取り組み。詳細は、先ほどの説明と重複いた

しますので省かせていただきます。 

 今後につきましては、３ページの中ほど、Ⅱの組織・業務全般の見直しの方向性ですが、

まずもってバックボーンとなる基本的な考え方として、①から③まで３つ挙げております。
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①は強靱な制度基盤の提供ということでございまして、貿易保険は企業の国際競争力を支

える制度基盤ですので、先ほど説明がございましたが、中国、韓国などの貿易保険機関の

強化が著しい中、尐なくともイコールフッティングは確保していかなければいけないとい

うことで、サービスの向上等に努めてくべきということでございます。 

 ②としまして、震災の後の「新たな成長」に向けた政策的な役割ということで、今、政

府で国家戦略の見直し作業がまさに始まったところでございますが、そうした重点政策と

いったものに一層沿った形で、ＮＥＸＩとしての役割を果たしていくべきということでご

ざいます。 

 ③の柱でございますけれども、昨年の特別会計事業仕分けという中で特別会計をＮＥＸ

Ｉに統合するといった現政府の方針がございます。そうした中で、次期中期目標期間が新

しい制度に向けた設計と移行の時期となることが想定されますので、新制度を見据えなが

ら、できることから早期にやっていくべきということでございます。 

 ２．以降、今後重点化すべき分野というところで、政府の今後の方針によって、内容や

キーワード等が変わっていく可能性もございますけれども、新たな成長戦略という中では、

現時点でやはり引き続き柱の１つと目されておりますのが単品売りでないパッケージ型イ

ンフラということで、原発は当面議論があると思いますが、鉄道、水、電力などの海外展

開が引き続き柱の１つとなる見込みでございます。 

 それから、国産ジェット機の生産の立ち上げ、売り込みも今後本格化することが期待さ

れます。 

 それから、中小企業、農業の国際展開支援は、被災地を含めました地方の再生、あるい

は内向きの産業の前向きな改革を応援するという意味でもますます重要になってまいりま

す。 

 貿易保険への地方でのアクセスが鍵になってまいりますので、各種金融機関とのネット

ワーク、連携を強化していくことも大切です。 

 それから、日本ブランドが震災後、世界で信頼が揺らいでおりますけれども、そういっ

たものの再構築にも貢献していくことも期待されております。 

 環境・安全技術とございます。地震、事故を受けまして、教訓、データをこれから整理

してまいりますけれども、それを踏まえて、世界最高水準の環境・安全技術を目指しつつ、

その上で世界をリードする先端技術でもって世界に貢献していく、稼いでいくという視点

でございます。 
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 ５ページ目、経済連携、絆の強化とございます。地震で各国との絆を再認識させられた

面もございます。経済面でしゃ、例えば経済連携、ＴＰＰなどもございます。ヨーロッパ

との日本の経済連携も、地震を機に議論を進めようとの機運も出てきているようでござい

ます。こうした中で、貿易保険機関同士も再保険協力などの連携を深めていくことが期待

され利便性を高めてまいります。  

 そうした中で中国など新興国との貿易保険機関とも対話を深めることによって、ＯＥＣ

Ｄルールの枠外で勢力を伸ばしている彼らも積極的にエンゲージして、国際的な枠組みに

徐々に取り組んでいくという視点も重要かと考えております。 

 資源確保についても、原発がとまって、電力が逼迫してございますけれども、原油、Ｌ

ＮＧも含めまして、産業活動、国民生活、あるいは命を守るための安定供給の確保がます

ます重要になってくるだろうと考えております。 

 それから、震災の影響もまだしばらく残っていく中で、海外での風評被害ですとか、資

金繰り難といったものも含めた、いざというときの安心、保証を提供する保険の役割もし

っかり果たしていくべきではないかということでございます。 

 ３．サービスの向上について、利用者負担軽減、処理期間短縮等に努めることに加えま

して、国際銀行業務でもバーゼルⅢが実施段階に入るという中で、余り行き過ぎて貿易保

険を利用した長期ファイナンスに悪影響を及ぼしてもいけませんので、各国の貿易保険機

関の先頭に立って問題提起をし、またみずから対応を進めていく。  

 ４．民間参入の問題につきましても、利用者の望む官民の連携強化、あるいはサービス

提供の見直しに取り組んでいくということですけれども、その際、民間保険の強み、他方

で制約、こういったことに留意しながら、輸出企業の国際競争力を損なわない形で対応し

ていく。 

 最後、６ページ目でございますけれども、業務運営の適正・効率化という中で、調達、

人件費、リスク管理、内部統制といった項目、特に２つ目の人件費の抑制については、昨

年12月の閣議決定の政府方針の文言をそのまま記載しておりますが、また引き続きご議論

いただければと考えております。 

 最後に６．としまして、財務基盤の強化、確実な回収。また、仕分けでも指摘がござい

ましたけれども、保険料率積み立て基準の一層の明確化。この点、昨年のご審議の中でも

利益剰余金という位置づけがややわかりにくいのではないかというお話もいただいており

ました。こうした点も今後の課題と考えております。 
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 以上、たたき台でございますけれども、業務・組織全般にわたる見直しを今年度行いま

して、その上で次の中期目標の策定につなげていきたいと考えております。たたき台とし

てご審議いただければありがたいと思います。 

 以上でございます。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。今のご説明に対しまして、ご質問、ご意見がございましたらど

うぞ。 

 

清水委員 

 文言上のささいなニュアンスの問題なのですけれども、３ページ目の組織・業務全般の

見直しの方向性の基本的な考え方の①の最後の文章なのですが、「輸出市場における我が

国企業のイコール・フッティングを確保していくことは不可欠である」、このいいぶりな

のです。中韓をはじめしてというところが上にありますので、文脈的に何か彼らがこうし

たら日本も後追い的にそれと同じような条件を確保していくとも読めるので、我々の気持

ちとしましては、どちらかというと一歩先を行かねばならないぐらいの市場環境にあるの

ではないかなということで、むしろ我が国企業のリードポジションを確保していくぐらい

の姿勢がここに出てきたほうがいいのではないかと思います。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。なければ、事務局から。 

 

岸貿易保険課長 

 この紙につきましても、議題 (1)の評価のコメントと同じように、次回に向けまして事

前にご意見をお寄せいただければと考えております。同じように、近々、フォーマットを

送らせていただきますので、それを事務局で取りまとめまして、次回、今いただいたご意

見なども踏まえまして、新たな紙としてかけさせていただきたいと考えております。 

横田部会長 

 ありがとうございます。 
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３．平成２３年度の年度計画について 

横田部会長 

 では、引き続き議題 (3)平成23年度の年度計画についてに移らせていただきます。ＮＥ

ＸＩから説明をお願いいたします。 

 

岡田総務部長 

 年度計画の文章も先ほどと同じで、計画そのものはいろいろなフォーマットに従って、

非常にかた苦しい、読みにくい感じになっておりますので、一つ一つ説明せずにポイント

を紹介させていただきます。 

 要は、私どもは国の成長戦略に従って、特に今、旬となっているインフラプロジェクト、

鉄道、水、電力といったものを引き続き積極的にやっていきたいということでございます。

                                                                          

 それから、先ほどＮＥＸＩの受けている仕事の高度化、複雑化という文脈でもご紹介い

たしましたけれども、エネルギーの確保、資源の確保、温暖化対策、飛行機、最近、新し

く出てきたものとして、まだまだではありますが、農業の輸出がありまして、これについ

ても農協系の損保会社との提携なども始めております。この瞬間は風評被害などで農業の

話は難しいですが、中長期的にみれば、日本の農業は海外に活路を見出すしかないという

ことで、農水省も積極的になっておりまして、私どもの新しいお客さんとして非常に重要

になってくるのではないかと思っております。 

 それから、これも先ほど詳しく説明させていただきました外―外の仕組みについて、我

々はとにかくあらゆること、法律の範囲内でできることをずっとやってきたのですけれど

も、今回、先ほどご紹介した現地の損保を使った再保険の仕組みは大きな一歩だと思って

おりまして、これは現地の日本企業と損保さんの現地子会社がうまくスキームを組んでい

ただければかなりのことができる。事実上、何でもできるに近いことだと思っております。

そういう意味で、非常に期待しているということであります。したがって、そういった案

件を進めていきたいと思っています。 

 それから、今の目下の国際的な話題でいいますと、中東、北アフリカ地域が若干騒がし

くなっている一方、ユーロ圏がギリシャ、ポルトガルの危機が顕在化しているということ

でありますし、米国の財政状況もかなり悪化しているということもありまして、そういっ

たことが中東、アフリカ、ラテンアメリカ、南欧といったところにどんどんダイレクトに



 

 

- 23 - 

影響していくものですから、若干気を引き締めてカントリーリスクをみていかなければい

けないかなという１年になるのではないかと思っております。 

 それから、昨年末に独法の事務・事業の見直しの基本方針が閣議決定されましたので、

それを踏まえてまた業務運営の効率化に取り組まなければならないということでありまし

て、人件費とか契約形態とか支店の機能といったものについて見直しが必要であればする

ということであります。 

 以上でございます。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。それでは、今の説明に対しましてご質問、ご意見等ございまし

たらお願いいたします。 

 

寺村委員 

 直接的ではないかもしれないのですけれども、今回のご説明の中にもありましたように、

新聞に出たりといった広報活動が非常に重要だなと思います。日経で１面に出るというの

は結構インパクトがあるのです。そうすると、具体的にはそうか、ＮＥＸＩでこういうこ

とをやっておられるのだということが一般にも周知されるし、今まで活用されたことのな

いような企業の方には、ホームページも大事なのですけれども、なかなか入りにくいとい

うかコンタクトしにくいところがあるのですが、こういうものがありますと、さっきご紹

介にもありましたように、コンタクトが非常に増えてくるということがあると思うのです。 

 それで、１つの提案というか、できるかどうかわかりませんけれども、例えばＮＨＫの

「クローズアップ現代」という番組がありますよね。あれが例えばＪＢＩＣだとかほかの

ところをうまく取り上げられたりしていますよね。ああいうところにうまく実例を入れな

がらやると、より広報的に有効なのではないかと思いましたので、一言いわせていただき

ます。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、本議題は報告事項ですので、今のご意見を踏まえて年度計画の適切な実施に
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努めていただくようにお願いいたします。 

 

４．日本貿易保険役員報酬規則の改定について 

横田部会長 

 それでは、議題 (4)日本貿易保険役員報酬規則の改定について、事務局からご説明をお

願いします。 

 

岸貿易保険課長 

 資料４の一枚紙でございます。昨年８月の人事院勧告に従って、国家公務員の給与、期

末勤勉手当の変更が行われました。これを踏まえまして、ＮＥＸＩにおいても、ほかの独

法と横並びで国家公務員に準じた形の役員報酬規則の変更、具体的には業績給、本俸、賞

与の３つについて改定が行われました。主務大臣である経済産業大臣に届け出られたとこ

ろでございます。 

 なお、この裏側に関連条文がついているのですけれども、一番下に平成21年８月の閣議

決定が記載されてございます。公務員の給与改定に関する取り扱いという中で、独法の役

職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られ

る適正な給与水準とするよう要請するとありまして、こういった政府の方針に沿ったもの

ということでＮＥＸＩで改定されたということでございます。 

 本部会には、通知、ご報告という形になりますけれども、ご意見をお諮りしたいと思っ

ております。 

 以上です。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。ＮＥＸＩから何か補足はありますか。 

 

鈴木理事長 

 いえ、特に。 

 

横田部会長 

 それでは、今のご説明に対しまして、ご質問とかコメントなどがありましたらお伺いい
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たしたいと思います。 

     （「なし」の声あり） 

 先ほど来いろいろご意見が出ていたと思いますので、それを踏まえていきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

５．その他報告事項 

横田部会長 

 それでは、議題 (5)その他の報告事項に送らせていただきます。事務局からご説明をお

願いします。 

 

岸貿易保険課長 

 資料５でございます。その他報告事項の中で「海外事務所について」というものでござ

います。去年12月の独立行政法人見直しの閣議決定の中で、各独法の海外事務所について、

必要性について検討を行い、平成22年度中に結論を得るようにということでございました。

これを受けてＮＥＸＩの中で見直し検討チームを設置して検討を行い、去る３月にとりま

とめを行いました。ＮＥＸＩからポイントのみご説明をお願いいたします。 

 

岡田総務部長 

 資料はこういうものの性格上、いろいろ詳しく書いてありますけれども、一言でいえば、

今、岸課長からも説明があったように、かなり多くの独法がそれぞれに海外事務所をもっ

ているので、全体に網をかけたと理解しております。一方、私どもの仕事が「海外と関係

ないだろう」という人は、恐らく世の中にいませんので、もちろん、見直せということで

すので見直しましたが、「もちろん必要です」という内容でしかございません。海外拠点

の必要性については問われることはないと理解しています。 

 付言いたしますれば、私どもは海外事務所が３つございまして、パリ、ニューヨーク、

シンガポールということでございます。沿革をいえば、パリ事務所につきましては、パリ

クラブ、ＯＥＣＤ、両方ともパリに事務局があり、会議が開かれるので、事務所がおかれ

ています。それに加えて、ヨーロッパとかアフリカとか中東のマーケットをみるというの

が主な仕事であります。 

 ニューヨークにつきましては、貿易保険にも大きな赤字をもたらしたラテンアメリカの
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危機のときにできたわけですが、中南米債務の動向というのは、基本的にアメリカの銀行

の動向が一番ポイントとなるということでありまして、それでアメリカの金融の中心であ

るニューヨークに事務所があります。 

 それから、シンガポールにつきましては、アジア危機のときにできましたけれども、日

本から出張するにも東南アジアも近いようでかなり時間がかかりますので、ハブであるシ

ンガポールにおいて、近隣諸国にワンフライトでぱっと行けるように事務所をつくったと

いうことであります。 

 それぞれの事務所に職員は、パリが３人、ニューヨークに２人、シンガポール１人、全

部で６人であります。ということでかなり小規模にやっている。 

 それから、ジェトロとの共同事務所という形で、ジェトロの中にある種間借りをしてや

っておりますので、もちろんジェトロに管理費を払う必要はあるのですが、就労ビザの管

理など手間のかかる庶務的な仕事はジェトロでやっていただくので、コスト部門を最小化

したかなり効率的な運営ができているとも思っております。 

 ちなみに、海外勤務を6人で行うのは、他国のほかの機関と比べるとかなり尐ない数で

ありまして、たとえば先ほど紹介した韓国のＫ-sureが 400人ちょっとということで、Ｎ

ＥＸＩよりは人数もかなりいるわけですけれども、海外事務所が９ヵ所もあるということ

です。ＮＥＸＩの規模と比べて、海外事務所が３つ、駐在6人というのは、全体の人数150

名程度ということと併せ、ほかの国の貿易保険機関から「本当か？」とかなり驚きをもっ

て受けとめられている数字でございます。 

以上でございます。 

 

鈴木理事長 

 ちなみに、各所長はほとんどその国にいないで、あちこち仕事で飛び回っていると。例

えば、ニューヨーク所長も今回、経済省と一緒にベネズエラのお金の取り立ての交渉で一

緒に行って、ずっと業務をしていると。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。それでは、何か質問等ございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

寺村委員 
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 私も３ヵ所しかないというのはびっくりしまして、これから先のＮＥＸＩさんの仕事と

いいますか、だんだん海外に直結したようなこと、例えばインフラのプロジェクトであり

ますとか、先ほどご説明のあった外―外の貿易保険ということになりますと、現地に行っ

て情報収集はもちろんそうですけれども、現地にいないと人脈もなかなかできていきませ

んし、的確な判断、あるいは円滑に保険業務を進めていく上で支障が起きる危険性がある

のではないかと思います。 

 確かにこの３ヵ所はそれぞれ金融機関だとか全体的なグローバルな情報収集という意味

では必要なのでしょうけれども、南米だとか中東だとか、アジアでもシンガポール以外に

非常に保険のかかっている国だとか重要な国はあると思うのです。そういうところには拠

点を置くということが必要ではないかと思います。 

 

鈴木理事長 

 特に中東は今後、石油開発が非常に多くなりますので、案件が非常に増えてきていまし

て、特に石油開発は長期になって、ああいう国ですから、委員がおっしゃるように人脈が

非常に重要なので、どこかから出張するわけにいかないので、我々のニーズとしては中東

地域にあれば、より効率的に皆様方のお役に立てるのではないかと思っております。 

 

岡田総務部長 

 申し上げたように３ヵ所で６人を投入しているのですけれども、全く尐ないとは思うの

ですが、マネジメントの観点では、組織全体が約150人しかいない中では、６人でも海外

人事のローテーションを回すのはかなり大変だということでございます。 

 

清水委員 

 つけ加えれば駐在期間です。人脈形成という意味では、２、３年では短過ぎる。やはり

４、５年はと思います。 

 

鈴木理事長 

 それも全体の人数が足りないから、優秀な人間がどうしても欲しいときに、ローテーシ

ョンを組まざるを得なくなるのです。だから、ある程度幅があれば10年ぐらい置いておけ

るのです。よくご存じだと思いますけれども。 
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横田部会長 

 どうもありがとうございました。本議題も報告事項なのですけれども、ＮＥＸＩさんに

おかれては、今の委員のコメントを十分に踏まえて、海外事務所の適切な運営に努めてい

ただけるようにお願いいたします。 

 それでは、これで本日の議題はすべて終了いたしましたが、今までの中でご質問があれ

ば。はい。 

 

清水委員 

 １つだけ確認し忘れたのですが、教えていただきたいのですけれども、我々はいわゆる

風評被害の保険対応は2010年度の業績として評価させていただいてよろしいのでしょうか。 

 

岸貿易保険課長 

 震災対応は、実際には2010年度の本当の最後のところからということになりますけれど

も、そこも含めて全体をとらえて評価していただければと思います。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。ほかにはよろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、事務局から今後のスケジュールについてお願いいたします。 

 

岸貿易保険課長 

 本日は長時間にわたりご審議いただきましてありがとうございました。次回は、７月５

日火曜日の午後２時からを予定いたしております。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。本日は皆様、活発なご議論、ありがとうございました。長くな

ってしまいましたけれども、以上をもちまして独立行政法人評価委員会第31回日本貿易保

険部会を閉会いたします。ありがとうございました。 
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                                 ――了――   

  

 


