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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会（第 32 回） 

議事録 

 

日時 平成２３年７月５日（火） １０：００～１２：００ 

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、和田理事、稲垣理事、大岩監事、岡田総務

部長、他 

 

議題 

（１）平成２２年度決算について 

（２）平成２２年度の業務実績評価について 

（３）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 

（４）日本貿易保険役員報酬規則の変更について 

 

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 32 回日本貿易保険部会を開催いたします。 

委員の先生方におかれましては、大変ご多用の中ご参集いただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 本日、安念委員からはご欠席と承っております。 

 それから、本日、ＮＥＸＩからは、鈴木理事長、和田理事、稲垣理事、大岩監事、岡田

総務部長ほかにご出席いただいております。 

 なお、和田理事におかれましては、６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、１つ目が平成 22 年度決算、２つ目が平成 22 年度の

業務実績評価、３つ目が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、４つ目が日本貿易保険役員報酬規則の変更についてでございます。よろしく

ご審議のほどお願いいたします。 
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 配付資料の確認をさせていただきます。お手元に資料１―１から１―３まで、それから

資料２―１、２―２、２―２参考、それから資料３、資料４、資料５と配付いたしており

ます。 

万一不足などございましたら、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存じますが、ここ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  おはようございます。議事を進めたいと思います。 

従前どおり、本日の会議は非公開とし、非公表とする資料以外の資料及び議事録は公開

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） 

 

横田部会長  では、そのように扱わせていただきます。 

 

１．平成２２年度決算について 

横田部会長  それでは、本日の議題１、「平成 22 年度決算について」に入ります。皆様

ご存じのとおり、独立行政法人通則法第 38 条の規則に基づき、「独立行政法人は、財務諸

表を作成し、当該業務年度終了後３カ月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない」とされておりまして、その上で、「主務大臣は、この承認に当たりあらかじめ

評価委員会の意見を聞かなければならない」とされています。 

 また、平成 19 年度決算から、監事監査と連携した評価を実施するため、監事より監査結

果を報告していただいた上で評価を行うこととなっております。先般、ＮＥＸＩから財務

諸表の提出を受けましたので、本日の部会においてご意見をお伺いしたくお願いいたしま

す。 

 それでは、まず佐藤次長からご説明をお願いします。 

佐藤総務部次長  総務部の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 

お手元の資料１―１が、経済産業大臣にＮＥＸＩからご報告いたしました財務諸表の一

式を冊子にまとめたものでございます。こちら、細かい数字がたくさんありますので、お

手元の資料１―２で今回の決算の概要をご説明させていただければと思っておりますので、
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よろしくお願いいたします。 

まず資料１―２のところでございますが、決算概要を前回報告しておりますけれども、

損益計算書につきましては 216 億円の当期利益ということで、前回報告しましたとおりで

ございます。監査法人からの訂正は一切入っておりませんでした。 

それから貸借対照表につきまして、資産除去債務の関係で、監査法人と相談をしていた

点が１点ございまして、ここの点につきましては、資産、負債、実は事務所の一部を返還

するということで、原状回復のための費用がかかる予定になっておりまして、その部分に

ついての相談をしておりました。その関係で、資産と負債 1,100 万円ずつ減額になったわ

けでございます。ただ、損益にはもちろん影響はないという状況でございました。 

以上、前回報告しましたところとの変更点でございます。それ以外のところにつきまし

ては、前回と全く同じ内容となっておりますので、ご報告申し上げます。 

以上でございます。 

 

横田部会長  ありがとうございました。 

では引き続き、大岩監事より監査結果の報告をお願いいたします。 

 

大岩監事  大岩でございます。私から、監事監査の状況につきまして報告を申し上げま

す。 

 お手元の資料１―３にとりまとめてございますが、要点のみご報告申し上げます。 

まず１番、「監査の基本的考え方」でございますが、独立行政法人に対する内部統制強化

等の動きを踏まえまして、監事監査におきましても、組織、制度、事業、事務処理等が全

体として、法令遵守をきちっとしているか、また効率的に機能しているかという観点を中

心に監査を行いました。 

平成 22 年度の監査計画及び実施状況を２番にまとめてございます。監査計画は、業務監

査と財務監査、この２点に分かれておりまして、要点はそこに記したとおりでございます。

実際の実施状況でございますが、常勤監事といたしまして、役員会、これは原則、毎木曜

日でございますけれども、随時行ってございます。その他重要な会議に出席をいたしまし

て、業務の運営状況について確認をしております。また、重要書類の回付も受けてござい

ます。 

財務監査につきましては、月次決算について毎月報告を受けたほか、監査法人と期中及
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び決算時に協議打ち合わせを実施いたしております。ＮＥＸＩの財務基盤につきましては、

健全な状態が維持されていることを確認いたしました。 

３番、重点事項に関する平成 22 年度の取組状況でございます。以下４点ほどございます

けれども、まず、（１）「随意契約適正化を含めた入札・契約の状況」でございます。随意

契約等見直し計画（平成 22 年４月）を立てまして、これに基づいて行ってまいりました。

平成 22 年度に締結した契約の状況を、20 年度、21 年度と比較しますと、物品調達、ある

いは役務供与の契約につきまして、一般競争入札に大幅に移行した結果、競争性のない随

意契約が占める割合は大変に改善しております。契約金額ベースで、平成 20 年度は 92％、

平成 21 年度は 34％でございましたけれども、平成 22 年度は６％ということでございまし

た。 

２ページでございますけれども、随意契約の大宗を占めるシステム関連の調達につきま

して、これを一般競争入札等、競争性のある調達方法に変えたということがこの大幅な改

善に大きく寄与しております。 

それから平成 21 年の６月に「契約手続マニュアル」というものを作成いたしまして、全

般的に契約手続に関して手続を定めたものでございますけれども、複数年度契約の取り扱

いを明確にする等、一般競争入札・企画競争及び公募を実施する場合等の実施要領をきち

っと整備して、これに則ってやってまいりました。 

それから「独立行政法人の契約状況の点検・見直し」、この閣議決定を踏まえて、外部専

門家及び監事からなる契約監視委員会を設置いたしました。この委員会におきまして、競

争性のない随意契約及び一者応札・応募の状況等につきまして妥当性の確認をいたしてお

ります。 

（２）「給与水準の状況」でございます。役職員の給与の概要でございますが、国に倣っ

て俸給の引き下げを実施いたしました。 

役員につきましては、この独法評価委員会の業績評価を反映いたしております。 

職員につきましては、年功的な賃金体系を見直しまして、平成 18 年から職務・職責に応

じ適切な処遇を行う新しい人事・給与制度を実施いたしました。 

平成 22 年度も、職務・職責に応じた専門性の高い職員に対しまして、専門能力の認定を

行ってございます。 

ラスパイレス指数でございますけれども、そこにご覧いただきますとおり、100 を超えて

ございますが、平成 21 年度と比べますと、若干ではございますけれども、改善いたしてお
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ります。 

国に比べて給与水準が高くなっている理由でございますが、２点あると考えてございま

して、全職員の在職地域が東京及び大阪、この２カ所であることに加えて、大学、大学院

卒業者の構成比率が 89％と高い。これが１点でございます。２番目といたしまして、国際

金融等の専門的人材を採用するに当たりましては、労働市場における当該人材の給与水準

を踏まえる必要があること。こういったことから、一定程度、国に比べて高くなっている

のであろうと考えてございます。 

３ページでございますけれども、これに対して講ずる措置として、中ほど以降に書いて

ございますが、引き続き、平成 22 年 12 月７日閣議決定、「独立行政法人の事務・事業の見

直しの基本方針」を踏まえまして、国際金融等の専門性を確保しつつ、諸手当や専門能力

認定の見直し等によって、人件費やラスパイレス指数の引き下げ・適正確保に向けて取組

を進め、人件費全体の抑制を図ってまいりたいと思います。 

なお、給与水準に関しましては、民間の労働市場及び民間金融機関等の水準を確認し、

これも参考としながら、国と比べて一定程度高くなっていることは合理性があると考えて

ございまして、具体的な比較対象として、参考数値をその下に掲げてございます。 

４ページへ移っていただきまして、（３）「情報開示の状況」でございます。法人のホー

ムページを全面的に刷新いたしました。この中で、貿易保険未利用企業や中小企業等潜在

的ユーザー専門のページも設け、貿易保険商品に関する情報提供の充実を図っております。

ＮＥＸＩのホームページのトップに「ＮＥＸＩについて」というタグを設けたり、あるい

は「情報公開について」というタグを設けたりいたしまして、さらに、これに加えまして

「情報公開制度」のタグを設けて、各種の資料をこのホームページから入手できるような

形に刷新をいたしてございます。情報開示の状況は、その下に表でとりまとめたとおりで

ございます。 

（４）「内部統制の状況」でございますが、もちろん、内部統制については全般的に強化

を図ってまいるという方向で進めてございますけれども、２点ほど触れたいと思います。 

１点は、モニタリング推進委員会でございまして、平成 21 年の４月に理事長直轄組織と

してモニタリング推進委員会というものを設置いたしました。この平成 22 年度の活動とし

ましては、各部・支店――支店というのは実際に大阪支店でございますけれども――が行

うモニタリングの実施状況について定期的にフォローし、これをとりまとめて情報共有を

この委員会において実施しております。また、発生した保険事故の傾向につきましても、
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各部・支店間で情報共有を図りました。さらに、既保険契約の案件管理に有益な各種情報

を関係部署に提供して、各部・各支店が行うモニタリング業務の推進に努めたということ

でございます。 

次に、コンプライアンス委員会でございます。平成 18 年の 10 月、コンプライアンス委

員会を設置し、内部統制の取り組みを強化しております。平成 22 年度の取り組みでござい

ますが、３つそこに記載してございます。 

１番、インサイダー取引規制及び機密情報管理を中心に、全職員を対象とするコンプラ

イアンス研修を実施いたしました。また、より適切な機密情報管理を実施するため、機密

情報管理マニュアルの見直しを実施いたしました。３番でございますけれども、コンプラ

イアンス全般に対する取組状況について、下記の観点を踏まえて、全グループを対象に内

部監査を実施いたしました。 

以上、監事監査の実施状況についてご報告を申し上げます。 

 

横田部会長  ありがとうございました。 

それでは、今までのご説明につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

清水委員  ちょっと教えていただきたいのですけれども、貿易保険を付保するときに、

不正競争防止法ですか、外国公務員に対する贈賄とか、そのようなことがその取引にない

ということの確認を誓約書みたいな形で、あれは内諾の時点だったですかね、やっていた

と思うのですが、今現在それはどうなっているのか。つまり、付保する対象案件において

そういう不正競争防止法に抵触するようなことがないかどうかの確認というのが、それが

もしされていなくて付保してしまった場合に、ＮＥＸＩのほうにその責任が訴求されるよ

うなことがないのかどうか、そういうものに対する一つの監査システムというのがあるの

かどうかという点について教えていただきたいのですが。 

 

岡田総務部長  まず、もともと誓約書は、不正競争防止法上の要請というのは当然ある

のですけれども、それ以上に、ＯＥＣＤで贈賄防止のアレンジメントが別途ありまして、

そこでは誓約書のようなもの、不正行為に加担していないという一札を入れていただくと

いうことになっていて、それはＯＥＣＤでの約束事になっているのですけれども、包括保

険について、すべて個別案件毎にそれをとっていくということは事実上不可能なものです
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から、それについてはやっておりません。 

ＯＥＣＤのほうでは、中長期の案件のみを主に対象にしているので、そちらのほうが案

件も巨額だし、プロジェクト自体にインボルブされていることが多いものですから、中長

期の案件でのみそういうものを個別にとるという運用をやっています。 

ただ、これはよくＯＥＣＤでも議論になっておりますけれども、どこまで我々が責任を

負うのかというのは、いわゆるサプライチェーンの問題とＯＥＣＤではいわれていますけ

れども、よくいわれる例として、靴をつくるところで、靴の工場に投資なり輸出をすると

き、では靴のひもはどこでつくったのだとか、その靴のひものサイザル麻はどういうとこ

ろでとってきたのかとか、チャイルドレーバーは使ってなかったのかとか、きりがないと

ころもあるものですから、今のはチャイルドレーバーの話ですけれども、そこでいろいろ

な不正行為、不法行為を末端でどこまで追いかけて我々が責任を負うのかということにつ

いてはやはり限界があると思っております。 

そういう意味で、短期のところについてはなかなか負い切れないということもあって、

そこまではやっていませんし、我々のほうでは、一義的に我々がたまたま輸出に際して保

険なりをつけたときに、それが不正行為と何らかの形でかかわりがあったときにおいて、

我々が何か責任を一義的に負うということはないのではないか。社会通念上みても、恐ら

く我々が指弾されるようなことはないという割り切りをしているということであります。 

もちろん、そのような事件なり何なりがあったときには、むしろ我々のほうが被害者と

いうか、ある種、だまされた側の立場に立つことはあると思いますけれども、そういうと

きに、保険をつけたので我々も何か責任があるんだというような言われ方にはならないの

ではないかと考えています。 

 

鈴木理事長  補足をいたしますと、最近のＯＥＣＤの大きな流れは、ＯＥＣＤの中では

そういうガイドラインがあるわけで、今、ＯＥＣＤ以外の諸国が非常にそう海外プロジェ

クトに取り組んでいるので、ＯＥＣＤガイドラインをＯＥＣＤ以外の国にも及ぼしていこ

うではないかと。だから、ＯＥＣＤに入らなくとも、例えば中国とかインドとか南アとか、

そういうところはＯＥＣＤのガイドラインを自主的に守ってもらおうではないかと。特に

贈賄についてはだれも反対できないはずなのであって、そういう動きが１つあります。 

それからＯＥＣＤ諸国の中でも、ある意味での罰則の強化というか、尐しでも不正なと

ころがあった場合には付保しないところもあります。そういう場合に我々は、付保しない
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ということよりも、むしろ、そういうことをやった場合においては、改善措置をとった上

でいろいろやらせていただくという、ある意味では非常に指導的なアプローチをとってい

ます。もちろん、刑事罰は、別途、ＯＥＣＤガイドラインを踏まえた不正競争防止法で担

保していますので、刑事罰はかかるのですけれども、その会社に対する付保を保険機関と

してやらないという措置をとっているので、そのように厳しくなっていくという動きはあ

ります。そういう状況でございます。 

 

岡田総務部長  さらに補足しますと、ＯＥＣＤでもブラックリストをつくっていて、Ｏ

ＥＣＤの贈賄防止の約束事の根幹ですけれども、悪いことをやった企業というのはブラッ

クリストに載って、それに載った場合は、一定期間、罰として、どこの国のＥＣＡからも

保険は受けられないという罰則が明示的に課されるようになっています。 

 

横田部会長  ありがとうございました。ほかにございませんか。 

 

寺村委員  ２点ほどあるのですが、１つは人件費のところですけれども、この参考資料

を見せていただきますと、例えば銀行業とか保険業と比べますと、最初の５～９年を除き、

そこから先は民間のほうがかなりいいわけですね。一方、いわゆるラスパイレス指数の引

き下げを今後も行っていくというような方針がここにありますけれども、そういうことが

本当にモチベーションを維持していく上でいいのかなという気がします。ここまではっき

りとそういうことをうたっていかなければいけないのか、あるいは今後とも本当にその引

き下げ、ラスパイレス指数の引き下げということを行っていくのか、そこのところはもう

尐し考えてもいいのかなと。国からのいろんな指導がありますから、そこのところは難し

いところだろうとは思いますけれども、やはり人材確保していかなければいけないという

大命題があるわけですから、それに本当に対応していけるのかなということがちょっと心

配です。それが１点です。 

 もう一つはコンプライアンスですけれども、最近、企業ではよく、いわゆる目安箱みた

いなものがあります。あるいは、目安箱にしないまでも、どこかへわりと気楽に話ができ

るという窓口ができているわけですけれども、ＮＥＸＩの場合にそういうのがあるのかど

うかですね。あるいは実際にそういう問題点というのが上がってくる、あるいは酌み取れ

るような組織なり機関があるのかということをちょっとお伺いしたいと思います。 
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鈴木理事長  第１点目について私からお答えいたします。まさに委員おっしゃるとおり

で、我々も悩んでいるところでありまして、今のような給与体系をみますと、若いときは、

というのは、我々、中途採用、専門家を採用しますので、そういう意味で若干高くなって

いるのですけれども、その人たちがある年になると、要するに給料の伸び方が低くなるわ

けですね。そうすると彼らはそこで転職するという可能性が非常に高まってきます。我々、

こういう給与体系といいますか、実際このようになってしまっているというのは、先行き

を考えると、人材が育たない。我々の業務の一番重要なのは何といっても人材なので、そ

ういう意味で、人材が育たないようなシステムというのは非常に危惧をしております。 

 そういう意味で、私は全く委員と意見を同じくしますけれども、国のほうとしても、い

ろんな制約があるので、その中で何とかできないかと今模索しているところであります。

政府のほうでも、この独立行政法人という趣旨を、当初の趣旨にならうようにいろんな見

直しの動きもあるようでございますので、我々はそういう点に非常に期待をしたいと思っ

ておりますが、今のところは何とも致し方ないという現状でございます。 

 

岡田総務部長  ２番目の点については私からお答えしますけれども、ＮＥＸＩは 150 人

ちょっとの組織でありまして、普通の企業と比較すると、一つの部とか、ちょっとした支

店ぐらいの人数しかいないので、大組織だと、もちろん目安箱みたいなものが必要で、末

端の社員からコンプライアンスを司っているような幹部の方までも幾つもの階層なり物理

的な距離もあると思いますが、そういうことは余りない。支店は大阪にございまして、そ

れから海外にも事務所ありますけれども、それを除けば、大半の職員は神保町の駅のビル

の３階におりますので、その人数というのは、私自身が全員の顔を１日１回はみられる、

そういう規模なのですね。 

ですから、つらそうな顔している人がいたり、何々さんと何々さんがいさかいを起こし

たらしいとか、何々さんは上司に不満をもっているらしいとか、そういう情報はむしろ私

にとって、うるさいといってはいけないのでしょうけれども、非常に豊富に来ますので、

そういう意味ではかなり細かい情報も含めてとれているのかなあと思っています。むしろ

メールで不満がある職員はどんどんいってきますので、それなりに風通しがいいようにな

っているのではないかと考えております。 
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大岩監事  今の２点目について付言をいたします。制度としましてはきちっと内部者通

報制度というのがございまして、何か困ったときには、一定の目安箱といいますか、ホッ

トライン制度があって、そこにいいなさいということはできるようになってございます。 

ただ、今、岡田部長が申し上げましたとおり、実態としては、この１年間は利用の例は

ないようでございます。私もそういう観点で関心をもってみましたけれども、岡田部長か

ら説明がありましたとおり、かなり部長たちの目が行き届いておるので、これまではなく

ても機能していたということであろうと思います。 

 

寺村委員  実際に目安箱というか、ホットラインのシステムがあって、使われてないと

いうか、そういう例がないというのは大変結構なことだと思いますね。ありがとうござい

ました。よくわかりました。 

横田部会長  ありがとうございました。よろしいですか。 

 それでは、ＮＥＸＩの平成 22 年度財務諸表等につきまして、部会として、特段意見なし

ということでよろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

横田部会長  では、ご異議がないようですので、事務局には承認の手続を進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

２．平成２２年度の業務実績評価について 

横田部会長  それでは、続きましては、議題２の平成 22 年度の業務実績評価に入りたい

と思います。本議題の審議に当たりましては、例年同様、日本貿易保険の皆様は、恐縮で

すが、ご退席をお願いいたします。 

（ＮＥＸＩ関係者退席） 

 

 

（ＮＥＸＩ関係者着席） 

 

横田部会長  それでは、お戻りいただきましたので、議論の結果を簡単にお伝えいたし
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ます。 

まず、３つ項目のうち、１つ目の「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」につきましては、Ａ評価となりました。具体的には「商品性の改善」についてはＡ、「サ

ービスの向上」についてはＢ、「利用者のニーズの把握・反映やリスク分析・評価の高度化

のための体制整備」はＡ、「重点的政策分野への戦略化・重点化」はＡＡ、「民間保険会社

による参入の円滑化」はＢとなりました。 

委員からのご意見は、総じて積極的な評価が多かったのですけれども、特に重点的な政

策分野への対応については、質的な面に加え、今年度は実績も数多く出したということも

踏まえて、高い評価となりました。加えて、３月 11 日の震災の直後、世の中の不安が大き

い時期に、いち早くそれに対応する初動対応がとれたということを高く評価するご意見が

出たことをお伝えしたいと思います。 

 「業務運営の効率化」につきましては、総合としてはＡ、（１）の「業務運営の効率化」

はＡ、「新システムの導入による効果的な開発及び円滑な運用」はＢといたしております。

先ほど監事の方からの報告がございましたけれども、業務運営の効率化の中で、人件費に

つきましては、ラスパイレス指数の低下などに加えて、諸外国の同種の期間と比べて一人

当たりの業務実績が高いということも高く評価するというご意見もございましたので、こ

こでつけ加えさせていただきます。 

 ３番目の項目、「財務内容の改善」につきましては、「財務基盤の充実に向けた取組」は

＋、「債権管理・回収の強化」という点についてはＡとなりました。 

ここで特にお伝えしたいこととしましては、回収業務の難しさということを考え合わせ

たうえで、目標を大きく上回ったということについての評価が高かったということをお伝

えしたいと思います。 

 以上を踏まえて、総合評価はＡになりました。以上です。 

 

鈴木理事長  どうもありがとうございました。今、非常に詳しく論評、評価いただきま

して、ありがとうございました。いろんな点で高く評価していただきまして、本当にあり

がとうございます。ただ、Ｂという点もございましたので、また更に一層、お客様の要望

を聞きながら、Ａになるべく努力したいと思います。本当にいろいろとありがとうござい

ました。 
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横田部会長  ありがとうございました。 

 

３．日本貿易保険の中期目標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、３番目の議題に移ります。「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」です。それでは、事

務局からご説明をお願いします。 

 

岸貿易保険課長  ご説明申し上げます。資料３をご覧いただければと思います。前回ご

審議いただきました事務局のたたき台から、委員の皆様のご意見を踏まえまして、修正箇

所を赤字で見え消しの状態でお示しをしてございます。 

なお、同じものを清書、浄書いたしましてきれいにしたものを後ろに添付してございま

す。わかりにくい表現があるというご指摘をいただき、言葉を書きかえたり、括弧書きで

注釈をつけ足したり、あるいはより適切な言葉、より読みやすい文章にするために言い回

しを変えたところがございます。 

それから、「等」が多いということで、特別に必要のない限り、これを最小限にとどめる

などの修正をしております。内容的に大きな変更があるわけではございませんが、主な修

正箇所を赤字、見え消しのほうでご説明申し上げたいと思います。 

１ページ目の「ＮＥＸＩの設立目的」、「貿易保険の特徴」につきましては、趣旨を変え

ずに、主としてより読みやすい文章にするというために、ご覧のとおりの修正を行ってお

ります。ご確認いただければ幸いです。 

３の「これまでのＮＥＸＩの取組」以下につきましても、同様に言い回しの修正を行っ

ております。３ページ目の中ほどに【業務運営の効率化】というところがございます。こ

の中で、業務費、一般管理費の削減目標に関連しまして、１行、政策対応の必要性が増大

し、業務が高度化・複雑化する中でも、達成したという趣旨の文言を挿入しました。 

Ⅱ．「組織・業務全般の見直しの方向性」では、最初に基本的な考え方として３本柱を立

ててございますけれども、①の柱は、貿易保険のベイシックな役割としまして、国際競争

力を支える制度インフラとして、持続的にしっかり保険サービスを提供していくことが最

も重要ですので、端的にそのような表現に修正いたしました。 

４ページ目の上から６行目のところで、前回、我が国企業のイコールフッティングの確

保という文言がやや消極的な響きがあるとの御意見を賜りました。日本がリーディングポ
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ジションをとるために先行して切り込んでいくべき場面もあることから、我が国企業の競

争力を確保する、と直したところでございます。 

②の政策的役割の強化のところは変えておりませんが、③のところで、特会改革、行革

を踏まえた対応の、最後のほうで、独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針の閣議決

定に基づく取組は着実に進めながら、新制度を見据えてできることから先取りして着手す

るというふうに修正してございます。 

４ページの一番下の【新たな成長戦略への対応】でございますけれども、付保を積極的

に行うということだけでなく、さらなる制度の改善を図るということももちろん必要でご

ざいますので、これを明示的に加えたところでございます。 

また、航空機だけではなくて、例えば宇宙関連産業ですとか、その下の日本ブランドに

も関連して、クリエイティブ産業、やや聞き慣れないかもしれませんけれども、いわゆる

クールジャパンとして典型的な、コンテンツ、映像ですとかゲームですとか音楽、あるい

はファッション、デザインなどがございますけれども、これについても明記をさせていた

だきました。 

５ページの下のほう、「サービスの向上」というところで、「ＷＥＢ上のサービスの一層

の充実」、あるいは、次のページのところで、「企業の取引環境の変化に応じ、海外拠点を

通じた取引への支援強化などの商品性改善に取り組む」ということを追加いたしました。

それから国際的な銀行監督ルール（バーゼルⅢ）の記述も、当初、インフラ整備が抑制さ

れないようにというやや受け身の言い回しになっていたのですけれども、円滑に行われる

よう、貿易保険付きファイナンスが質的・量的に確保されるように、必要な環境整備に努

める、という積極的な、前向きなトーンに直させていただきました。 

４の民間参入のところでございますけれども、全体として読みやすくしたということに

加えまして、最後のほうで、金融環境が変化する中でも、ＮＥＸＩと、民間保険と合わせ

て、あくまで利用者からみて、総体としてのリスク引受能力が確保・強化されることが大

事だというご意見をいただきました。そういった趣旨を記載いたしました。 

６ページの一番下、【人件費の抑制】というところで、先ほど来ご指摘いただいていると

ころでございますが、前回のたたき台では、政府方針の閣議決定の文言をそのまま記載し

ておりましたが、これに対し、すべての委員の皆様からご意見をいただきまして、「同時に」

以下の表現をつけ加えたところでございます。「同時に、ＮＥＸＩの果たすべき役割・責任

を全うするために必要な人材確保・育成を行い、専門性・機動性を備えた実施体制の整備
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を図る。業務量拡大の状況下において、人的リソースの質と量が利用者ニーズへの対応及

び各国貿易保険機関間の競争力の面で、業務上のボトルネックとならないよう留意しつつ、

業務の性格を踏まえた人件費の適正性について毎年度第三者の検証・評価を得て必要な取

組を行う」といった表現にしております。 

７ページ目のリスク管理のところでは、ここもさまざまな手法、工夫があり得て、総合

的にリスク管理を強化していくことが大事ではないかというご指摘がございましたので、

修正したところでございます。 

当初案についての前回からの主要な変更点については以上でございます。 

 

横田部会長  ありがとうございます。 

これにつきまして何かご意見がございましたらばお願いいたします。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、この案の最終チェックをさせていただきまして、部会として決定ということ

で、最後の調整などにつきましては私にご一任いただければと思います。よろしくお願い

します。 

 これにつきましては、８月 19 日に開催されます親委員会でご説明いたします。 

 

４．日本貿易保険の役員報酬規則の変更について 

横田部会長  では、次に議題４にまいります。日本貿易保険の役員報酬規則の変更につ

きまして、議論を行いたいと思います。独立行政法人の役員報酬及び退職手当の届け出が

あったときは、独立行政法人通則法第 53 条に基づき、評価委員は意見を申し出ることがで

きる、となっております。 

 それでは、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、役員報酬規則の変更についてという一枚紙でございます。 

 平成 21 年、22 年と人事院勧告で国家公務員給与の引き下げがございまして、これを踏ま

える形で、ＮＥＸＩの役員給与水準の引き下げがなされました。ややテクニカルでござい

ますが、ＮＥＸＩの役員報酬規則の上では、毎年、その年度のボーナスの支給月数を定め

るという形をとっております関係上、23 年度に入りましても、現在のところは、昨年の水

準をそのまま単純延長して引き続き適用するために、形式上の規則変更を行ったものでご
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ざいます。 

 なお、23 年、ことしの人事院勧告がどうなるか、あるいは公務員給与改定がどうなるか、

まだこれからでございますので、これらを踏まえてどのような対応をとるかということに

ついては、今回の単純延長措置とは別に、今後別途、検討される予定でございます。 

 以上でございます。 

 

横田部会長  ありがとうございます。何かＮＥＸＩから補足はございますか。 

 では、ご質問などございましたらお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、最後に事務局から、今後のご連絡等ございましたらお願いいたします。 

 

５．今後のスケジュールについて 

岸貿易保険課長  本日は、長時間ご議論いただきましてまことにありがとうございまし

た。 

最後に、資料５ということで、「今後のスケジュール」、一枚紙が一番下にございます。

一言ご紹介申し上げたいと思います。 

 本日ご審議いただきました評価につきましては、７月 14 日に開催される親委員会に諮る

ことになります。恐縮でございますが、伴委員、よろしくお願い申し上げます。 

それから中期目標終了年度の見直し当初案、今、ご審議いただきましたものにつきまし

ては、８月 19 日の親委員会に横田部会長のからご説明をいただくということで、その後、

総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に提出される運びでございます。 

 こうした見直し当初案につきましては、その後、事務的なヒアリングや調整等がござい

まして、総務省から 11 月ごろに、見直しについて勧告の方向性というのが提示される予定

になってございます。したがって、組織・業務の見直しの最終案というものは、これを踏

まえて、11 月ごろでございますが、恐縮ですが、また部会のほうで改めてご審議いただき、

その後に、次の中期目標期間における中期計画・中期目標の策定作業がございます。各委

員には御多用のところを何度も煩わせますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。 

次回日程につきましては、もう尐し近くなりましてから事務的に調整させていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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横田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題はすべて終了いたしましたので、これで審議を終了させていただ

きます。委員の皆様におかれましては、本日も活発なご議論いただきまして、ありがとう

ございました。 

 これで第 32 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。 

 

                                 ――了―― 


