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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会（第36回）

議事録

日時 平成２４年６月２７日（水） 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）：小野貿易保険課長、岡田貿易保険課長補佐、他

（独立行政法人日本貿易保険）：和田理事、大岩監事、坂口総務部長、他

議題

（１）平成２３年度決算について

（２）平成２３年度及び第三期中期目標期間（平成２１年度～平成２３年度）の業務実績に

ついて

議事内容

○小野貿易保険課長 それでは、ちょっと安念先生は遅れていますけれども、ご不明の

点は別途先生にご説明をするということにいたしまして、始めさせていただきたいと思い

ます。

これより、独立行政法人評価委員会第36回日本貿易保険部会を開催させていただきます。

委員の先生の皆様におかれましては、お忙しいところご参集いただきましてありがとうご

ざいます。

議事に入ります前に、私、６月18日に岸の後任として着任いたしました貿易保険課長の

小野でございます。岸同様、引き続きよろしくお願いいたします。

本日、ＮＥＸＩからは和田理事、大岩監事、坂口総務部長ほかにご参加いただいており

ます。

さて本日の議題は、１番目に平成23年度決算について、それから２番目に平成23年度及

び第三期中期目標期間の業務実績評価についてを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。

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
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長にお願いしたいと思いますので、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。従来同様、本日の会議は非公開

として、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）

それでは、そのように扱わせていただきます。

では最初に、本日の議題１、平成23年度決算についてに入ります。委員の皆様ご存じの

とおり独立行政法人通則法第38条の規定に基づいて、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ヵ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、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おります。

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賜

りたく、お願いいたします。

では、説明をお願いします。

○坂口総務部長 では、お手元の資料１―１と１―２をご覧ください。資料１―２に基

づきまして、第11期の決算についてご説明を申し上げたいと思います。

前回のご説明では監査中の決算につきましてご報告をいたしましたけれども、その後、

決算監査を経ました結果につきましてご報告をいたします。

決算監査におきましては、経常収益につきましては特段の修正がなかった一方で、特別

損益につきまして修正がございました。

その特別損益の部分でございますけれども、２ページにございますようにリスケ債権の

評価額の修正がございました。リスケ債権のうち、ポーランドにつきましては13億円の債

権残高があるわけでございますけれども、この評価が評価テーブルに従いまして 100％か

ら95％に変更するということで、 6,600万円の評価損を計上するということが ２ページ

(1)の第１点でございます。

第２点はインドネシアでございまして、インドネシアにつきましては84億円の債権残高

があるわけでございますが、国のカテゴリーの変更によりまして――この国カテゴリーと

申しますのはＯＥＣＤのカントリーリスク会合、専門家会合で決定されているわけでござ
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いますけれども、その会議の決定を踏まえましてＮＥＸＩとして３月30日に国カテゴリー

を、インドネシアにつきましてＥからＤに上げたわけでございますけれども、それに伴い

まして５％分の評価益を計上することになりまして、その分４億 2,200万円の評価益を計

上するということにいたしました。差し引き３億 5,500万円のプラスとなりまして、当初

153億 4,900万円とご説明させていただいていましたが 157億 400万円に修正いたしまし

た。

その結果、当期利益につきまして262億 5,000万円から 266億 500万円ということにな

りました。

さらに第三期目標期間中の利益合計につきましても 650億円になりましたので、国庫納

付額につきましても 325億円になります。

貸借対照表と損益計算書でございますが、先ほどご説明いたしましたとおり代位債権の

評価損益の修正をいたしましたので、３ページ目で申し上げますと貸借対照表上では貸倒

引当金が、当該３億 5,500万円相当がここで繰り入れられて減額がされております。した

がって、資産計のところもその分増えることになるわけでございます。

損益計算書上につきましては、同様に特別損益のところで貸倒引当金純繰入額が増額し

まして、それに伴い特別損益が増額となり、また当期損益も増額となっております。

以上でございます。

○横田部会長 ありがとうございました。

それでは、引き続き監事からの監査結果報告をお願いしたいので、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 お手元の資料１―３をご覧いただきたいと思います。

監事は私、大岩と非常勤で今井監事、２名で行っておりますが、監査の状況につきまし

て資料１―３でかいつまんでご報告を申し上げます。

まず、監査の基本的考え方でございますけれども、独立行政法人に対する内部統制強化

等の動きを受け、監事監査においては組織、制度、事業、事務処理等が全体として法令・

諸規程を遵守し、効率的に機能しているかという観点でチェックを行いました。問題点等

があれば年間複数回、理事長に面談して改善のための助言を行うということでございます

けれども、特に大きな問題点の指摘は行われておりません。

平成23年度監査計画及び実施状況でございますけれども、監査計画としては業務監査と

財務監査に分けまして、業務監査については平成23年度の業務の運営状況、運営上の問題
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点、対策及びその改善状況、それから業務報告書――事業報告書でございますけれども、

これの監査を行っております。財務監査につきましては平成23年度事業費、一般管理費の

執行状況、それから財務諸表等の監査を監査法人との意見交換も踏まえまして行っており

ます。

実施状況でございますけれども、常勤監事としまして役員会、これは原則毎木曜日でご

ざいますが、必要に応じて適宜開催を行っております。それから幹部連絡会は毎日行って

ございます。定例連絡会は毎週月曜日に、その他にも営業推進会議・ミーティング、コン

プライアンス委員会等にも出席しまして、理事長のマネジメント及び業務の運営状況につ

いて確認をいたしました。また重要書類の回付を受けております。財務監査でございます

が、月次の決算については経理担当部署より毎月報告を受けたほか、先ほど申し上げまし

たとおり監査法人と期中及び決算時に協議打ち合わせを実施しております。日本貿易保険

の財務基盤につい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て、先ほどの財

務諸表等の冊子でございますけれども、この最終ページに監査報告を添付させていただき

ました。

続きまして、重点事項に関する平成23年度のＮＥＸＩの取り組み状況について報告を申

し上げます。

まず、随契の適正化を含めた入札・契約の状況でございます。平成23年度に締結した契

約の状況は、競争性のない随意契約の契約全体に占める割合が契約金額ベースでは７％で

ございました。平成20年度にはこの数値が92％と大変大きな数値でございましたけれども、

平成22年度には大幅に改善しまして６％でございました。この６％と比べまして微増では

ございますけれども、引き続き真にやむを得ない場合に限り随意契約を締結していること

を確認しております。

次のページをご覧いただきまして、随契の大宗を占めるシステム関連の調達については、

貿易保険システムの基盤更改に伴い平成21年度から一般競争入札等、競争性のある調達方

法による調達を開始しております。この基盤更改は平成23年度に完了する計画でございま

したが、平成22年度に前倒しで完了いたしております。

それから契約手続の執行体制及び審査体制の整備でございますけれども、「独立行政法

人の契約状況の点検・見直し」を踏まえまして、引き続き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、業務の妥当性や見直しの方向性を確認しております。

平成23年度の契約内容について、契約監視委員会を平成24年７月に開催して点検を受ける
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予定でございます。それから平成23年度の競争性のない随意契約を含む契約締結一覧等に

つきましても、ホームページ上で公開を予定しております。

続きまして、給与水準の状況についてご報告を申し上げます。役職員の給与の概要でご

ざいますが、役員につきましてはこの独立行政法人評価委員会の業績評価が反映されます。

１点、若干ミスリーディングで申し訳ございませんが、職員のところも同様でございま

す。この表記だけみますと役員は評価委員会の評価が影響するけれども、職員は影響しな

いというように読めますが、そうではございませんで、職員につきましても同様に本評価

委員会の業績評価が反映されるわけでございます。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年度から職務・職責に応じ適切な処遇を行う人事・給与制度を実

施いたしております。平成23年度も同様に運営を行いました。

平成23年度の状況で例のラスパイレス指数でございますけれども、対国家公務員ラスパ

イレス指数は平成22年度よりも若干改善いたしております。地域・学歴による影響を考慮

した場合の同指数も若干数値が低下しております。

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、毎年同じことを述べており

ますけれども、まず全職員の在職地域が東京及び大阪のみであることと、それに加えまし

て、大学・大学院卒業者の構成比率が非常に高いということが１点ございます。それから

ＮＥＸＩの事業の性質からいたしまして国際金融等の専門的人材を採用することが必要で

ございますけれども、こういった人材の労働市場における給与水準を踏まえた給与水準と

することが不可欠でございまして、こういったことから若干ラスパイレス指数が高くなっ

ているということであろうかと思います。

講ずる措置でございますが、先ほど申し上げたように既に従来の年功的な給与体系から

職務・職責に応じた給与システムに転換いたしております。それから国の給与水準の見直

し等を踏まえまして、俸給表や諸手当の見直しにより給与水準の適正確保を図ってきたと

ころでございます。引き続き平成22年12月７日に閣議決定の「独立行政法人の事務・事業

の見直しの基本方針」を踏まえ、同時に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り適正化を図っていきたいと考えております。

それからこの給与水準に関しましては、参考のところに民間の労働市場及び民間金融機

関等の水準との比較を行っております。この参考をみましても、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いうように評価、判断を行っております。

参考の①を概観していただきますと、ＮＥＸＩの給与水準は勤続年数が短い、簡単にい
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えば若年のうちは民間と同様、見方によっては若干高いのかもしれません。そうではない

のかもしれませんが、勤続年数が長くなりますと民間よりもかなり抑制されている。こう

いった実態にあるということがご覧いただけるかと思います。

それからページの一番下にございますが、その他で役職員の報酬・給与、退職手当に関

する規則及び支給水準等はホームページで公表いたしております。

続きまして情報開示の状況でございますが、法人のホームページを全面的に刷新しまし

て、見やすい、わかりやすい、使いやすいものに改定を行っております。貿易保険未利用

企業や中小企業等潜在的ユーザー専用のページも設けまして、商品に関する情報提供の充

実を図っております。

法人ホームページのトップページに「ＮＥＸＩについて」のタグを設けまして、ＮＥＸ

Ｉに関する基本情報の公開を行いました。この中で組織概要、中期目標、中期・年度計画、

財務諸表等も掲載してございます。さらに「情報公開制度」のタグを設けまして、開示請

求制度、情報公開窓口及び開示請求手続等、あるいは「法人文書ファイル管理簿」から対

象文書を検索できるシステムを搭載いたしました。情報開示状況は、その下の表にお示し

したとおりでございます。

それから内部統制、ガバナンスの状況でございますけれども、まずモニタリング推進委

員会というものを平成21年４月に、理事長直轄の組織として設置しております。平成23年

度につきましては、各部・支店が行うモニタリング実施状況について定例会議等を通じて

定期的にフォローし、情報共有を行っております。それからモニタリング事例勉強会の開

催等を通じて、モニタリングの手法についてのノウハウの共有を行いました。さらに案件

管理に有益と考えられる新聞情報、非日系企業の倒産情報等の各種情報をＮＥＸＩ内の関

係部署に配信し、各部・支店のモニタリング業務の促進に努めております。

最後に、コンプライアンス委員会でございます。当法人はコンプライアンスについては

コンプライアンス委員会というのを設置しまして、内部統制の取り組みを強化しておりま

す。平成23年度でございますけれども、ＮＥＸＩ内のコンプライアンス体制を見直し、新

たに各部・支店にコンプライアンスオフィサーというのを設置しまして、それぞれの部、

あるいは支店の状況に応じてコンプライアンス施策が推進、徹底されるような体制をとっ

ております。それから全職員を対象とするコンプライアンス研修を行ったほか、情報管理

やコンプライアンス全般の取り組み状況について、全グループを対象に内部監査を３回実

施いたしました。それから地味な取り組みでございますけれども、全職員の日々の意識向
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上のため、朝パソコンを起動するとコンプライアンスに関する標語がまず目に入る。こう

いったようなことも行っております。さらにＮＥＸＩにおけるインサイダー取引規則。こ

れはもう以前からもちろんあるわけでございますけれども、この規則を見直すとともに、

新たに全職員からインサイダー取引に関する誓約書を徴求するといったことを実施してお

ります。

以上、ご報告申し上げます。

○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。――

よろしいですか。

それでは、ＮＥＸＩの平成23年度財務諸表等につきましては、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）

ありがとうございます。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。

引き続きまして、議題２の平成23年度及び第三期中期目標期間の業務実績評価に入りた

いと思います。前回の部会でＮＥＸＩから平成23年度の業務実績について報告がございま

したけれども、前回の部会と前後して総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から、平

成23年度業務実績評価の具体的取り組みとして幾つかの事項について追加で評価するとの

通知がございました。それらの点について、まずＮＥＸＩからご説明いただき、ご審議い

ただきたいと思っています。

では、ＮＥＸＩからご説明をお願いいたします。

○坂口総務部長 参考資料１のほうに政独委からの通知がございますけれども、そのう

ち前回のご説明に加えて今回ご説明をさせていただきたいという点が、大きく申し上げて

２点ございます。１つは公益法人等に対する会費の支出でございまして、もう１点が保有

資産の管理・運用等でございます。

１点目の公益法人等に対する会費の支出でございますが、資料２―１をご覧いただきま

すと平成24年３月23日に行政改革実行本部での決定がございまして、ここに抜粋させてい

ただいておりますけれども、公益法人等への会費の支出は真に必要なものを除き行わない。

真に必要があって会費の支出を行う場合であっても、必要最低限とするということでござ

います。それに従いまして見直しをしておるところでございます。その取り組み状況のご
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説明をさせていただきます。

平成23年度におきまして、７公益法人の会員となっていたわけでございます。それにつ

きまして見直しをいたしました結果、①経済産業調査会、②日本情報システム・ユーザー

協会、③日本原子力産業協会につきましては廃止ということで、会費の支出をとりやめた

わけでございます。これら３つの法人からの情報サービスの提供は有用であるということ

で、これまで会員になってきたわけでございますけれども、他の機関からの情報ソースが

入手可能であることから会員をやめるということにいたしたものでございます。

④、⑤、⑥でございますが、この３つの公益法人につきましてはカントリーリスク分析

に必要な情報提供サービスを受けているということ。他社の同等のサービスがなかなか難

しいということでございまして、現在、④日中経済協会との関係は情報サービスの提供等

どのようなサービスを受けるかということについて検討中でございまして、⑤のロシアＮ

ＩＳ貿易会、⑥の日本エネルギー経済研究所につきましては、それぞれ提供を受けており

ます情報サービスにつきまして見直しを行いまして、必要なものについて情報提供サービ

スの形で引き続き情報を入手するということにいたしたものでございます。

２ページ目をみていただきますと、最後の７つ目の公益法人でございますが日本監査役

協会の会員になっております。日本監査役協会につきましては大岩監事が監査業務に活用

されているということでございますし、会員という資格でなければそのサービスが受けら

れないという状況にございますので、継続して会員となって会費を支出する予定といたし

ております。

以上が１点目の公益法人等の会費の見直しでございます。

２点目の保有資産の管理・運用でございます。その中の１つ目が職員宿舎でございます。

ＮＥＸＩは職員宿舎を所有しておりません。他方、大阪支店は業務の見直しに伴いまして

本店から赴任しておる者が今おりまして、そのうち３名につきまして宿舎を借り上げてお

ります。他方、大阪に勤務していたものが東京に１名赴任しておりまして、その１名分を

借りており、計４戸の宿舎の借り上げをしております。入居者にも自己負担がございまし

て、その負担は国家公務員宿舎における使用料に準拠した形になっております。

以上が職員宿舎の状況についてのご説明でございます。

もう一つは年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用についてでございます。退

職年金につきましては、ＮＥＸＩの場合は経済産業省の共済に加盟をしておりますので、

独自の運用はしておりません。また、今日ご報告いたしました昨年度の決算で申しますと
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2,770億円の有価証券を保有しておりますけれども、事業用の金融資産の管理・運用につ

きましては資金運用会議で実施をしておりまして、外部委託をしておりません。その資金

運用先につきましても、国債等による堅実な運用を図っているということでございます。

以上でございます。

○横田部会長 ありがとうございました。

それでは、今のご説明についてご質問等ございましたらお願いします。

○寺村委員 この借り上げ社宅ですけど、海外の駐在員はどうなっているのですか。

○坂口総務部長 海外の場合は住宅手当で支給をしております。

○寺村委員 社宅扱いにはなっていないですね。

○坂口総務部長 はい。直接職員に対して住宅手当を支給しているということでござい

ます。

○寺村委員 わかりました。

○横田部会長 ほかにいかがでしょうか。

○清水委員 ちょっと私、聞き逃したかと思うのですが、そもそも参考資料１の具体的

取り組みについてということで第１、第２、それから第２の中が３、６、９ですか。具体

的な取り組みに当たって特に留意すべき事項と統一すべき事項ということで、今回、特に

このような１つの評価の視点というのでしょうか。基準みたいものが二次評価において、

このようなところを留意すべき事項だというように与えられたということが、そもそもこ

の取り組みについてというところのポイントが意味するものは、我々どのように理解した

らよろしいのでしょうか。済みません、ちょっと私の理解不足で申しわけない。

○小野貿易保険課長 これは二次評価に限った、政評課から追加的にこういう観点につ

いても評価をしてくださいということで、５月21日に追加的にあったものでございます。

したがいまして、一次評価はもう既に始まっておりますので、二次評価に当たってはこれ

についてやりますので、できれば一次評価で評価をしてくださいということでございます。

○清水委員 ああ、そういうことですか。

○小野貿易保険課長 ですので今、議事に上げさせていただいておりますので、もちろ

ん問題があれば議論をしていただいて、それに基づいて二次評価をしていただくというよ

うなことでございます。

○清水委員 今回このようなことがあえて評価委員会から出された事情とか、背景とい

うのは何かあるのでしょうか。
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○小野貿易保険課長 個別の論点につきましていろいろな問題が、やはり個別事象とし

てあったと。例えばでございますけれども、会費につきましては独立行政法人というのは

基本的に国費で賄われている法人なのですが、そこからの会費が公益法人に渡って、その

会費が不明瞭なものに使われているような事件があって、それを踏まえて公益法人への独

立行政法人からの支出について厳しくみようということになったと聞いております。

それから、例えば基金等につきましてはＡＩＪのような問題がありましたので、これも

しっかりみなければいけない。そういう事件を踏まえて追加的にこういうこともやらなけ

ればいけないということで、今上積みして基準が示されたということと聞いております。

○清水委員 わかりました。ありがとうございました。

○横田部会長 ほかにはよろしいでしょうか。――では、今の点も含めまして平成23年

度及び第三期中期目標期間の業務実績評価に入ります。この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けれどもご退席をお願いいたします。

（ＮＥＸＩ出席者退席）

（ＮＥＸＩ出席者復席）

○横田部会長 それでは、戻られましたので議論の結果を簡単にご通知いたします。

まず、平成23年度業務実績評価についてです。第１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ということにつきましては、商品性の改善はＡＡ。――先に評価を

いいます。 (2)サービスの向上はＡ、 (3)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、 (4)重点的政策分野への戦略化・重点化はＡＡ、 (5)民間保険

会社による参入の円滑化についてはＡで、大項目についてはＡというようになります。

理由につきまして簡単にお伝えいたしますと、最初の商品性の改善ということにつきま

しては量的な点はもちろんのこと、質的な点につきましては特にＮＥＸＩの役割としての

制度基盤というものを、企業の経営を支えているという点で、昨今の環境の変化などに的

確に対応していることが昨年度著しかったということが、特に企業ご経験者の皆様からの

高い評価がございましたことも踏まえてＡＡとなっております。

それから (2)サービスの向上ということにつきましては、たくさんの項目があるのです
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けれども、リソースが限られた中でサービスの向上をなし遂げたということでＡです。

(3)につきましては利用者のニーズなどの把握ということにつきましてですけれども、

例えば潜在ニーズの把握などで多くの記事を、前にいただいたような記事を掲載すること

を実現していることとか、リスク分析などについても新しいモデルを稼働したということ

がございますので、Ａといたしました。

(4)の重点的政策分野への戦略化・重点化ということにつきましては、量的なことは確

認の上、数字的にも非常に多くの目標を上回る点がございましたし、なおかつ政府のパッ

ケージ型インフラ、海外展開というような戦略に対して案件の最初から絡んで支えるよう

なことをやっている点について高く評価して、ＡＡということになりました。

最後の民間保険会社による参入の円滑化という点につきましては、特に海外フロンティ

ングの点の評価が高かったということをお伝えいたします。

それから業務運営の効率化につきましてですけれども、まず (1)の同じタイトルなので

すが、これについては委員全員が、もう限られた資源の中で人材もそうですけれども、逆

に業務については非常に厳しい業務拡大、それから複雑化ということがあるにもかかわら

ず大変よくやっていることが、皆様同じ見解でございましたので、これについてはＡＡと

いたしました。

それから次期システムの効率的な開発ということにつきましては、目標は達成できたと

ころでＢというようになっております。

最後の財務内容の改善は、財務基盤の充実は＋という評価なのですけれども、これにつ

いては特に説明は要らないと思いますが、債権管理・回収については数値的に上がってい

るということなのですけれども、外部条件によるものもあることを踏まえてＡという評価

にいたしました。

この結果、総合評価はＡということになりましたので、ご報告いたします。

それでは、何かコメントがおありでしたらお願いします。――第三期のほうも先に申し

上げたほうがいいですね。失礼いたしました。

第三期のほうは、中期計画の評価につきましては今までの評価を平均化するということ

なので、その結果をお伝えいたします。

まず、サービスの質の向上（商品性の改善）ということにつきましては、21年度はＡ、

22年度はＡ、23年度はＡＡでしたので、平均 4.3で評価はＡです。

サービスの質の向上につきましては、評価はＡ。
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次の、同じくサービス向上のうちの利用者ニーズの把握等につきましては、やはりＡで

す。

それから、重点的政策分野に関してのサービスの質の向上はＡＡです。

最後に、民間保険会社による参入円滑化については評価はＢとなりました。

続いて、業務運営の効率化についてはＡです。

あと、財務内容につきましてもＡです。

総合いたしましてＡというようになりました。

それでは、お願いいたします。

○和田理事 それでは、まずもって非常に多面的にいろいろな観点からご評価を頂戴し

まして、ありがとうございました。あわせましてご評価の過程でいろいろ貴重なご意見、

アドバイス等も頂戴しましたこと、ここで改めてお礼を申し上げます。ご指摘を頂戴しま

した点につきましては真摯に受けとめさせていただきまして、今後さらなる改善に向けて

努力をしてまいりたいと考えております。また非常に高いご評価を頂戴しました点につき

ましても、ここが最終点ということではありませんので、かつ評価の中にもコメントがご

ざいましたように業務環境は日々刻々変わっておりますので、そういうことも踏まえまし

てさらによくしていくべく努力をしてまいりたいと考えております。

また今期、今年度は特殊会社化に向けた準備期間の初年度に当たりますことも考え合わ

せますと、今回のご評価の点を従来以上にいろいろな観点で見詰め直し、考え直し、検討

する等進めてまいりたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。ど

うもありがとうございました。

○横田部会長 ありがとうございました。

先ほどちょっとはしょってしまったのですけれども、委員全員ＮＥＸＩについてが大変

よくなさっているということでは共通していましたので、それはお伝えいたします。

それでは、最後に事務局から今後の連絡等ございましたらお願いいたします。

○清水委員 １つ、よろしいですか。第三期の中期目標の件についてなのですけど、今

部会長がご説明されたとおりの結果なのですが、じくじたる思いがあるのです。というの

は結局、各年度ごとの三期の平準化されたものが評価という形になるわけで、しかもその

評価が一体どこに反映されるのか。年度ごとの評価というのは、それぞれの役員、職員の

待遇等に反映されるわけですけど、中期目標の評価は一体どこに反映されるのだろうかと

いうところが、なかなか納得いくような解がないということが１つです。
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それと年度ごとの評価に比べて３年間を通じての評価というのはよきにつけ、あしきに

つけ継続性の観点ということから、その意味は本当に重たいのではないかと思います。事

業環境が大きく変化する中で安定的に高い評価。Ａの評価。しかも今年度は限りなくＡＡ

に近いＡ。コンマ１の違いなわけですよね。そういうものも中期目標評価の中では埋没し

てしまうようなところ、実はそこまでの評価はずっと維持してきて、なおかつ、さらに向

上しつつあるというところはまさに当該独立行政法人の実力といいますか、自力を示すあ

かしではないかというように私は思っております。

したがいまして、中期目標評価の中の持続性、継続性。この点についても何らかの形で

もって評価の中に組み込むような、そういうご検討をしていただけないだろうか。これは

私のお願いというか、コメントということでお受けとめいただければと思います。

以上です。

○横田部会長 貴重なご意見をありがとうございます。今いただいたこともぜひ何らか

の形で中に入れたいと思いますし、できましたら親委員会のほうでも少しお話をさせてい

ただきたいと思います。

○小野貿易保険課長 本日は熱心なご審議、どうもありがとうございました。先ほども

部会長からご説明がありましたように、７月26日の親委員会にお諮りさせていただきたい

と思います。

それと今年度はこれで終了でございまして、次回は来年５月ごろになろうかと思います

けれども、また開催の日程につきましては部会長ともご相談の上させていただきたいと思

います。

以上でございます。

○横田部会長 それでは、今日は本当にありがとうございました。本日の議題はすべて

終了いたしましたので、審議を終わらせていただきます。ちょっと時間が押してしまって

申しわけありません。委員の皆様におかれましては本当に活発なご議論で、ありがとうご

ざいます。

以上をもちまして、独立行政法人評価委員会第36回日本貿易保険部会を閉会いたします。

――了――


