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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会(第37回) 

議事録 

 

日時 平成２５年６月５日（水） １５：００～１７：００ 

場所 経済産業省 本館１７階 国際会議室 

出席者 

 （委 員）：安念委員、清水委員、寺村委員、伴委員 

 （事務局）：小野貿易保険課長、鮫島貿易保険課長補佐、他 

 （独立行政法人日本貿易保険）：板東理事長、和田理事、稲垣理事、大岩監事、坂口総

務部長、他 

 

議題 

（１） 平成２４年度の業務実績について 

（２） 平成２５年度の年度計画について 

（３） 日本貿易保険の業務の実績の評価基準の改正について 

（４） 日本貿易保険役員退職手当支給規則の改正について 

 

議事内容 

○小野貿易保険課長  定刻となりました。これより、独立行政法人評価委員会第37回日

本貿易保険部会を開催させていただきます。本日は、委員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、本日、板東理事長初めＮＥＸＩからも多数参加していただいてお

ります。板東理事長は４月１日に就任され、理事長としては今回初めてＮＥＸＩ部会へ参

加となりますので、一言ご挨拶いただければと思います。 

○板東理事長  この４月、鈴木の後を受けまして理事長を拝命いたしました。この評価

委員会ＮＥＸＩ部会には８年前ぐらいに総務部長として参加させていただきました。本当

にお久しぶりでございますというのも変なのですけれども、伴委員はあのころも大変お世

話になりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小野貿易保険課長  ありがとうございました。 

 本日の議題は、お手元の資料にございますように、１、平成24年度の業務実績について、
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ＮＥＸＩからご説明いただきます。２、平成25年度の年度計画について、これもＮＥＸＩ

のほうからご説明いただきます。３、日本貿易保険の業務の実績の評価基準の改正につい

て、４、日本貿易保険役員退職手当支給規則の改正についてを予定しております。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

会長、海外出張中でございますので、安念委員にお願いしたいと思いますが、よろしゅう

ございますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○安念委員  それでは、横田先生、ご留学中でございますので、大変恐縮でございます

が、私が代役をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 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

非公表資料を除く資料及び議事録は後日公開をさせていただきたいと思いますが、よろし

ゅうございましょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。それでは、そのように扱わせていただきます。 

 それでは、本日の議題に入りますが、今、お話があったように、伴委員のような超ベテ

ランもいらっしゃって、皆様もうビギナーではございませんし、ご案内のとおり、会議そ

のものよりも資料を持ち帰っていただいて評価を書き込むというホームワークのほうが圧

倒的に比重が大きゅうございますので、会議のほうはさくっとやりたいなと思うのですが、

いかがでございましょう。では、簡潔にやることにいたしましょう。 

 それでは、本日の議題に入ります。最初に議題１、平成24年度の業務実績についてです。

本日のＮＥＸＩからの説明を踏まえ、各委員からご評価をいただきまして、次回の部会で

ＮＥＸＩ部会としての評価をまとめる予定でございます。 

 それでは、ＮＥＸＩからご説明をいただきますが、坂口部長からでよろしいですか。で

は、よろしくお願いいたします。 

○坂口総務部長  それでは、業務の実績表は資料１―２でございますけれども、資料１

―１でポイントだけ簡潔にご説明をさせていただきたいと思います。 

 ページをめくっていただきまして４ページでございます。業務運営状況ということで、

１年間のフローの引き受け額につきましては、昨年度は 8.3兆円でございました。貿易一
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般保険の１年超は大型プラントの引受が減少いたしまして 2.7兆円になっております。他

方、海外事業資金貸付保険は1.4兆円に増額しておりますが、この半分が、後ほどもご説

明いたしますけれども、イクシス案件で占めている状況でございます。保険引受額全体と

しては、一昨年度より 2,000億円の減少でございます。 

 他方、５ページの保険料収入につきましては、 369億円ということで昨年度より10億円

ほど増加しております。これも先ほど申し上げましたようにイクシス等大型案件の寄与も

ございまして昨年度は 369億円ということでございました。 

 次の６ページをみていただきますと、中長期案件引き受け件数ということで、一昨年の

57件から昨年度は88件というように増加をしておりまして、ここに掲げているような案件

が主な実績でございます。 

 もう１枚めくっていただきまして７ページでございますが、年度末時点の保険責任残高

でございます。12.9兆円ということで一昨年度より 0.7兆円増えております。その増加は、

主に貿易一般保険の１年以内でございますが、鉄鋼輸出組合、特殊鋼輸出組合向けの保険

責任が増加している状況でございます。 

 ８ページをみていただきますと、保険金支払いの状況でございますが、44億円というこ

とで、一昨年の83億円から減少しております。そのうち40億円が信用事故ですけれども、

このうち23億円がいわゆる船舶の船積前の事故になっております。非常危険のほうは、ア

ルゼンチンの案件につき、引き続きお支払いを続けている状況でございます。 

 次、９ページでございます。回収金は、240億円で一昨年に比べて増加をしております。

増加の主な要因はイラクで66億円と、一昨年度より45億円増えた点が大きいところでござ

います。あと、エジプト、インドネシア、ヨルダンなどからの回収でございます。 

 以上が業務運営状況でございまして、次に実績につきましてご説明いたします。 

 11ページをご覧いただきますと、商品性の改善ということで、海外フロンティング商品

の開発でございます。これは、日系海外子会社の第三国輸出・現地販売につきまして包括

保険という新商品を適用するということで、１年かけて開発を行ったものでございます。

詳細は後ほどご説明させていただきたいと思います。 

 12ページが日本企業の海外展開支援の拡充ということで、左上がいわゆるローカルバイ

クレでございまして、日系海外子会社が当該国であるとか第三国に輸出する際のファイナ

ンスをバイクレ類似で支援をするということでございます。右側は本邦企業の投資支援と

いうことで、再投資先についてはこれまで出資のみをカバーしておりましたけれども、昨
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年度は加えて劣後ローンもカバーをするということといたしました。本ページ中の下部の

記載事項は信託流動化でございまして、契約ひな形などを作成することによって利便性を

向上させた結果、計13件、1,500億円という実績が上がっているということでございます。 

 13ページが中小企業の海外展開支援ということでございまして、昨年度の４月１日から

中小企業輸出代金保険に関して大幅に見直しを行い、引受を開始しました。その結果、一

昨年に比べると、改善する前は１年間で 285件だった引受件数が435件、５億6,600万円だ

った保険引受が13億300万円となったということでございます。下側の記載は、海外に進

出した中小企業の海外子会社の現地銀行からの運転資金の調達を支援するというスキーム

でございます。法律を整備いたしまして、その後、バンコック銀行と協力協定を締結して、

現在、具体的な支援対象を検討しているという状況でございます。 

 14ページはその他の改善でありまして、１つ目は設備財包括について、海外子会社から

の第三国向け輸出を付保対象にした点であるとか、簡易包括、あるいは海事保険について、

それぞれお客様のニーズに合わせまして保険料率の見直しを行ったというものでございま

す。 

 15ページが、以上申し上げましたような制度改善につきまして、年２回にまとめて改正

いたしておりまして、４月、10月ということでここに掲げさせていただいております。 

 ２つ目がサービスの向上でございまして、16ページは既存のお客様への対応ということ

でございます。バイヤーズクレジットにおいて、ＪＢＩＣと環境審査協力協定を締結し、

コンサルタントを一元化いたしまして、お客様の実査の負担が半分になったということで

ございます。さらには、海投保険の説明書類の整備であるとか、輸出手形保険において電

子メールでの申込方法の追加といったようなサービスの提供をしているということでござ

います。 

 17ページが新たなお客様へのサービスの向上ということでございまして、中小企業のお

客様にはまず私ども日本貿易保険を知っていただくといった取り組みであるとか、提携地

銀を通じたアクセスの窓口の増加、さらに、信用調書の取得費につきましては無料化を継

続しております。また、中小企業のお客様にとって保険金請求はなかなか手間暇がかかる

ということで、わかりやすいパンフレットを作成したり、書類の様式改善、記入要領の作

成といったようなものをしております。 

 地方銀行の皆様方に対しましては、まず行員の皆様方に向けた貿易保険の勉強会を行う

ということと、中長期の商品をご紹介して、ローンのレンダーに加わっていただくという
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ような取り組みをいたしました。 

 18ページについては、サービスの向上に関する３点目で、意思決定・業務処理の迅速化

についてでございます。信用リスクに係る保険金査定期間に関しては、昨年度は対象案件

の57件全てについて目標期間の55日以下を達成いたしました。査定日数の平均をとります

と24日で、一昨年度に比べて５日間短縮できましたということでございます。 

 19ページが広報活動でございます。新聞報道は昨年度並の掲載件数となった上に、テレ

ビ報道について、ＮＨＫのニュースで取り上げられました。これはスクリーンをみていた

だければと思います。 

 

     （ＮＨＫニュース映像上映） 

 

 以上でございます。そうしたテレビ報道に加えまして、ＩＭＦ・世銀総会のサイドイベ

ントとしてシンポジウムを開催しまして、これまで取引のない方をターゲットにシンポジ

ウムを行うことや、ポスターの作成といったような広報活動を行ってまいりました。 

 20ページでございますが、新たなお客様への情報提供ということで、提携地銀と一緒に

合計26回、 1,453名の参加者を集めたセミナーを開催しております。既存のお客様に対し

ましては、日機輸の貿易保険委員会を通じた意見交換であるとか、主要顧客への訪問によ

るご要望の把握、貿易保険セミナーの開催といったようなことでしっかり対応させていた

だいているところでございます。 

 21ページはリスク管理の強化に関する取組でございまして、引受審査のチェックポイン

トの作成であるとか、特殊会社化を見据えた統計的リスク管理手法の検討、他国のＥＣＡ

のリスク管理体制の調査といったようなものを行いました。また、新規案件に対するモニ

タリングを含め、案件管理体制の強化を図っております。加えて、ＪＥＴＲＯや在外公館

との連携を通じて、個別案件のリスク管理を強化しております。その他にもカントリーリ

スク分析能力の向上や、与信制度の強化といったものにも取り組んでおります。 

 22ページが職員の専門能力の向上と人材育成に関する取組でございまして、専門研修の

充実や、職員の資格取得の奨励、語学研修を行いました。また、弁護士あるいは再保険会

社の勤務経験者を採用するといったような取り組みをいたしました。 

 23ページでございますが、それ以外に業務の適正確保のための体制整備としては、保険

金の的確な査定のために事故事例集を作成して勉強会を行いました。あるいは、ＢＣＰの
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整備状況をチェックして、足りない点を整理いたしております。コンプライアンス活動に

つきましても、１年間を通して研修など着実に取り組みをいたしましたということでござ

います。 

 次が重点戦略分野でございますけれども、24ページにありますように、今回の第４期中

期目標から政策的重要案件比率という数値目標が掲げられておりまして、中期目標期間中

に当該比率を３割程度とするということでございます。12年度の実績は30.8％ということ

で、何とか達成しているという状況でございます。 

 25ページをみていただきますと、パッケージ型インフラ海外展開案件の引受ということ

で、その代表的な例として、日立さんが高速鉄道車両をリース提供するという案件に対し

て30年間という保険責任期間の支援をいたしております。 

 26ページはその他の引受案件を記載しております。ヨルダンのＩＰＰ案件、インドネシ

アにおける電力資産の買収案件、シンガポールの淡水化機器輸出プロジェクトに対してパ

ッケージ型インフラ海外展開案件ということで引き受けをいたしました。 

 27ページでございますが、資源・エネルギーの安定供給源確保のために、さまざまなプ

ロジェクトに取り組みまして、昨年度は 3,680億円の保険引受となり、資源エネルギー総

合保険の実績は過去最高でございました。具体的には、石炭や鉄鉱石に関するプロジェク

トもございますが、中でも28ページにありますオーストラリアのＬＮＧプロジェクトであ

るイクシス案件が最大のものでございます。ＮＥＸＩの保険価額は27.5億ＵＳドルという

ことでございまして、初回の2009年９月の相談からローン契約に至るまで３年を超える取

り組みをいたしました。引受後も継続的に16年間モニタリングをしていく必要がある案件

でございます。 

 29ページは現地通貨建てファイナンス案件の引受実績ということで、マレーシアリンギ

ット、タイバーツというような通貨に対する引受を行っております。航空機につきまして

はアメリカ輸銀からの再保険という形で昨年度の実績は、ボーイングの機体48機、 739億

円の引き受け金額、32億円の保険料といったように、着実に拡大してきているということ

でございます。 

 31ページは中小企業と農業の国際展開支援ということで、先ほどＮＨＫの報道にもござ

いましたけれども、提携地銀数を11行から29行とし、ネットワーク拡大を図ったというこ

とでございます。提携地銀を集めたネットワーク会議では、活用事例としてページの一番

下にございます日本酒の輸出案件を紹介いたしました。提携地銀行の行員向けには勉強会
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を31回開催し、 948名の参加、また、提携地銀との顧客セミナーは26回開催し、 1,453名

の参加を頂きました。地銀顧客への同行ということで 計125社へのＮＥＸＩ職員の訪問を

行いました。 

 33ページが重点戦略分野の次の項目でございまして、諸外国との経済連携強化というこ

とでございます。カナダのＥＤＣと再保険協定を締結いたしまして、カナダからの資源・

エネルギー輸入を支援いたしております。また、欧州の損害保険と協定、あるいはＭＯＵ

を結ぶということで、日系企業の欧州での販売の支援、再保険によるキャパシティの供給

というようなものにも取り組んでおります。アジアにつきましては再保険のネットワーク

がございますが、日系企業の利用を促進するために、各国の機関と一緒にセミナーを開催

するとか、ＥＣＡ職員のキャパシティビルディングのためにアジアのＥＣＡ研修を東京で

実施いたしております。 

 34ページが環境技術の普及ということでございまして、ＪＢＩＣとの審査協力協定に加

えまして、再生可能エネルギーにつきましては昨年度４件引き受けるとともに、鉄道や航

空機といったような環境技術の輸出に貢献しているということでございます。 

 35ページが新興国における取り組みということで、ここではイラクとミャンマーの例を

掲げさせていただいております。イラクにつきましては短期を中心に取り組んでおりまし

て、12年度末までに50件、 219億円の引き受けを行っております。中長期につきましては、

現在、バイクレについて、変電所案件など議論が進められているという状況でございます。

ミャンマーにつきましては、2012年１月に５億ドルのクレジットラインを設定いたしまし

て、それを活用する形で個別案件につきまして調整中ということでございます。 

 36ページが海外フロンティングの推進でございまして、これは民間保険会社の参入の円

滑化に対応する項目でございます。既存フロンティングと申しますのは、個別保険のフロ

ンティングでございますけれども、昨年度の引受実績は76件、元受損害保険会社数も４社

ということで、着実に増加をしております。それに加えまして、先ほど申し上げました包

括保険でも引受を行うという新しい保険商品を開発し、2012年の11月にタイの保険当局に

認可申請をいたしました。今年の４月に認可を得まして、５月からタイ、シンガポール、

香港で販売を開始しているところでございます。 

 また37ページにおいては、地銀との販売委託契約によりまして、現在、提携先地銀とと

もに案件の引受に取り組んでおりますが、2012年度の提携地銀からの持込による引受件数

は21件、持込地銀数は７行という実績でした。 
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 次に39ページ以降は業務運営の効率化についてでございます。指標が幾つかございまし

て、まず第一の指標は業務費の削減ということでありまして、前期の中期目標期間におい

て削減を達成した水準以下とすることが定められております。昨年度の業務費削減率をみ

ていただきますと12.1％の削減であり、これは情報処理費の減少という要因によるもので

すが、これはフロンティング新商品の開発に伴いまして、システム関連業務を先送りした

ということが主な要因でございます。これを先送りしない場合であっても業務費の削減率

はマイナス１％となり、目標を達成しているということでございます。 

 40ページが一般管理費ということでございまして、これも昨年度の削減率はマイナス 

4.4％と十分に達成できておりますが、この主な要因は下部に書いてありますように、２

年間の震災対応のための役職員の給与の引き下げに伴うものです。ただし、仮にその措置

がなかったとしても、他の一般管理費の削減もあって１％は削減ができているということ

でございます。 

 41ページが人員数でありまして、これも 145名という上限がありますので、年度の途中

で増減するわけではございますけれども、 145名という数字の中で運営をしているという

ことでございます。 

 42ページが競争入札の活用ということでございまして、随契比率が昨年度は７％でござ

いますし、一者応札・一者応募も５件まで減少いたしました。これらの調達につきまして

は、契約監視委員会というものを設けておりまして、５月21日にご議論いただいて、ご了

承いただいております。調達ルールにつきましては、職員の説明会を開催するなど、コス

ト意識の徹底を図ってしっかり実施しているということでございます。 

 業務運営の効率化に関する最後が43ページのシステム関連でございます。システムにつ

きましては、フロンティング商品の開発など的確な対応をしてきている中で、昨年度は稼

働率 100％達成できました。また、ウエブの会議システムであるとか文書共有システムな

どにも取り組みました。そうした中で、昨年度の保守費につきましては、ページの真ん中

ごろにあります通り、 一昨年に比べ7,000万円削減して、12.4億円という数字で達成いた

しました。 

 45ページ以降が財務内容の改善に関する事項でございますけれども、45ページの最初に

ありますように、現預金と有価証券の残高は 2,852億円ということで、一昨年度よりは24

億円減少しておりますが、これは７月に 325億円の国庫納付を行って、その後増えた額と

の差額ということでございます。当期利益も204億円でございました。 
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 46ページが債権管理・回収の強化であります。信用リスクに係る事故債権の回収実績率

の目標は、第4期中期目標期間終了時における期間平均の回収実績率20％というものでご

ざいますが、2012年単年度の実績は68.4％ということでございました。非常リスクに係る

回収金は、冒頭でもご説明いたしましたように、 223億円に増加しております。債権回収

セミナーも過去最高の参加人数を得ておりますし、事例研究会とか社内でも着実な取り組

みを行っているところでございます。 

 最後に47ページが保険料率設定・積立基準の明確化・透明化というところでございまし

て、保険料率はお客様ニーズに対応する形で、海外フロンティング新商品の料率設定、あ

るいは中小企業保険における保険料率改定、海事保険における適用料率区分の細分化とい

った見直しを行いました。積立基準につきましては、特殊会社化を見据えて、積立基準の

あり方等について検討を行ったところでございます。 

 以降では、未監査ではございますけれども、2012年度のＮＥＸＩの決算につきまして簡

単にご説明をさせていただきたいと思います。 

 50ページに損益計算書がございますけれども、2012年度の欄をみていただきますと、正

味収入保険料が99億円、資産運用収益が65億円と、2011年度よりも増加しております。他

方、ＮＥＸＩの正味支払保険金は４億円ということで減少しております。事業費・一般管

理費も減少しております。その他経常損益のところは、支払備金の積み増しなどで23億円

ということで、経常損益は約84億円となっております。 

 特別損益における貸倒引当金純繰入額については、イラクの債権の評価アップというこ

とで71億円ほど計上されておりまして、その他のリスケ債権の利子収入等と合わせまして

合計120億円の特別損益を計上しております。経常損益と特別損益を合わせますと、当期

損益は204億円ということでございます。 

 バランスシートについては、51ページをみていただきますと、現預金と有価証券は先ほ

どご説明いたしましたように 2,851億円ということでございます。その他、資産計をしま

すと 3,686億円となっております。負債のほうは、責任準備金が中長期の案件の増加に伴

いまして未経過保険料分が積み増されており、増加しておりますが、負債計で 477億円と

いうことで、先ほどの現預金、有価証券、 2,851億円と対比いたしますと十分な流動性を

確保しているというように評価をしております。 

 最後に、組織運営の現状と課題について若干申し上げたいと思います。 

 53ページは組織運営の現状ということで、2001年の独立行政法人化後、第１期と第３期
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の結果を踏まえて、245億円、325億円の国庫納付をしているところでございます。その間、

資源開発、インフラプロジェクト、海外展開支援、リーマンショック、金融危機、東日本

大震災というような政策対応にしっかり取り組んでまいりました。 

 その一方で、2005年度と2012年度の結果をみてみますと、役職員数は５％ほど減少し、

業務費も節約をいたしまして10％以上の減少となっております。他方、引受責任残高につ

きましては４割ほど増えておりまして、これを役職員１人当たりにすると47％程度増えて

いるというような状況でございます。 

 54ページは他国の貿易保険機関との比較であります。比較の都合上、責任残高ではなく

て１人当たりの引受金額で行っておりますけれども、ＮＥＸＩの１人当たりの引受金額は、

相当突出した状況になっているということでございます。 

 55ページでは、私どもの組織運営の課題といたしまして、顧客サービスの向上やリスク

管理の水準を維持するために、業務効率化やアウトソーシングの拡大、専門性の高い人材

確保・育成ということをさらに徹底する必要はあると認識はしております。しかしながら、

やはり一律の定員、経費削減のルールでは相当の限界に達しておりますという状況でござ

います。 

 長くなりましたが、以上です。 

○安念委員  ありがとうございました。資料１―２のほうはごらんいただくということ

でよろしゅうございますか。 

○坂口総務部長  はい。 

○安念委員  わかりました。では、理事長から何か。 

○板東理事長  今、総務部長からご説明したようなことなのですが、やはり最後の一点、

組織運営の課題について少しお話しします。 

 私、たまたまこの３月までは日本政策金融公庫という国内の政府系金融機関の経営に参

画していたのですが、その経験に照らしますと、ＮＥＸＩは、組織運営上、人員、体制面

で限界に来つつあるなという実感をもっております。例えば、2005年からの比較表が出て

おりましたけれども、責任残高11兆円の会社で、正規職員はわずか140名であります。そ

れで、これだけいろいろな仕事を多面的に展開しているわけですが、一方で、例えば、職

員の残業時間を比較しますとこの間２倍になっています。また、やはり給与削減といった

こともあって、この２年について調べたところ、 140人のうち百十数名がプロパーですが、

約１割が実は離職している状況になっております。 
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 そういう意味で、今後、専門性を確保していくといいながら、そういう人材を確保し、

さらに育成していくためのさまざまな手だてを真剣に考える必要があるのですが、今後の

経営のあり方として、さきほど総務部長が話しましたが、まずは、業務効率化を徹底的に

やってみようと考えております。ある程度業務が面的に広がり過ぎた部分もありまして、

業務をもう一度再整理して、お客さんのご要望にさらに応えていけるような組織にしてい

かなければならないと考えております。しかし、一方で、中期計画では定員の削減に加え、

毎年１％の業務経費を削減しなければならないように定められているわけですが、このよ

うな厳しい現実を踏まえ、経済産業省と協議しながら、要はサステーナブルな組織形態で、

なおかつチャレンジングにさまざまな課題に果敢に対応できるような組織立てに今まで以

上にして、長い目でみて、さらに力をつけていかなければいけないと思っております。 

 最後に申し上げた国際比較におけるＮＥＸＩの1人当たりの引受金額の大きさというの

は余り威張れたデータではなく、実のところは、このような状況で大丈夫であろうかとい

うのがやや心配している点でございます。ちょっと余計なことを申し上げましたが、以上

でございます。 

○安念委員  実は、今おっしゃったことは、もう我々民間の委員が毎年毎年申し上げて

いることで、だんだん、もう切りしろもないし、この月給とこの人数ではとてもやってい

けないとずっといっているわけです。これは我々評価委員会が建議する事項ではないから

形にはなっておりませんが、ずっと全委員がその認識を共有してきたところでございます。

とうとう１人当たりの責任残高が 1,000億に近くなってしまって、それはちょっと変でし

ょうという、それはもう私どもも全く共有しております。ありがとうございました。 

 では、ご説明を一当たり伺いましょうか。では、小野課長からお願いします。 

○小野貿易保険課長  例年やっておりますアンケート、貿易保険の利用者と民間保険会

社でございます。資料１―３～５ですけれども、これはあらかじめ配付させていただいて

おりますので、説明のほうは省略させていただきます。 

 以上です。 

○安念委員  わかりました。それでは、ご説明は一通りしていただいたとして、ご質問、

ご発言等ありましたら、どうぞ、適宜お願いいたします。どなたからでもどうぞ。では、

寺村委員、どうぞ。 

○寺村委員  幾つかあるのですけれども、最初にちょっと伺いたいのは、引き受け額と

か保険金の支払いというのが減っているわけですよね。それで、世の中、ヨーロッパでも
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経済状況はよくないし、あちらこちらよくない状況にあって、なおかつ保険の支払いとい

うか事故が少ないという理解でいいのかと思うのですけれども、というのがどういう関係

があるのかなというのがちょっとひとつよくわからない。それから、保険の引き受け実績

が2012年度は2011年度に比べて減っているわけですけれども、これはイクシスが入ってい

るにもかかわらず減っているということですよね。それはどういうことなのかなというあ

たりをちょっとご説明いただければと思います。 

○安念委員  マクロ的なお話ですね。１つの分析になってしまうけれども、どなたにや

っていただくのが。課長が、それとも理事長にやっていただくのがいいですか。どっちが

いいだろう。 

○板東理事長  ４月からＮＥＸＩに参った人間なので、他の職員からも少し補足説明し

ていただきたいと思いますが、１つは、多分、保険料収入の問題なのですけれども、大き

く減っているのは、データをみていると貿易一般が随分減っているなという感じがいたし

ます。これは率直に申し上げると、私たちにとっては非常に受動的なもので、包括保険制

度で提供されたものを機械的に受け入れている部分がかなりありますので、ある意味、日

本企業の活動の結果がそのまま反映された結果かなという感じがいたします。そういう意

味では、2011年から2012年にかけて、あるいは2010、2011、2012年で引き受け方針が突然

変わったとかそういうことではないと理解しています。 

 ただ、このままにしておくのがいいのかというのはまた別の問題でありまして、Ｂ／Ｓ

で見ますと、特会と合わせて、現在、積立金が１兆２千億円ぐらいあるわけですが、この

積立金水準の十分性についての十分な分析が必要ではありますが、Ｐ／Ｌベースで毎年そ

れなりの黒字が出ているということを考えますと、今後内部で検討しますが、もう少しリ

スクの引受を拡大する余地があるかもしれない、特に中長期分野、あるいは海外投資の分

野であるかもしれないと考えております。そういう意味では、少し研究させていただきま

す。先ほど、業務の面的な広がりはともかくとして、業務をある程度問題を集中的にと申

しましたのは、そういう面も含んでおります。 

 それから、保険金の支払いが少ないのではないかという点については、一般論でいえば、

保険事故が少ないということになりますが、他方、保険金査定のあり方など、十分検討す

べき課題もあると認識しています。ただし、いずれにしても、一度引受けた保険に関する

保険事故の発生は予見できないので、今後とも将来にわたって、この水準が続く保証は無

いと考えています。 
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○寺村委員  経営としては保険金の支払いが少ないほうがいいわけですけれども、担っ

ておられる役割を考えると、やはりできるだけリスクをとるところは、今おっしゃったよ

うにとっていただいて、ある程度保険金の支払いということでファンクションを果たして

いくというようなことが大事なのかなと思います。 

○板東理事長  全くおっしゃるとおりです。保険金を払わない保険会社というのはない

のでございますので、現在、全社的に、保険金の支払い手続、査定手続、あるいはそれに

至るさまざまなお客さんとのやりとりをもう少し簡素化していき、それに伴って意思決定

も早くやれるようにするという基本的な問題に取り組んでいます。あわせて職員といろい

ろ議論しながら、保険というのは払うためにある部分もありますから、そこについてお客

さんとの間で信頼関係が築き上げられるような運用をしていきたいと考えています。 

○安念委員  どなたからでも結構ですが、補足していただくようなことはございますか。

どうぞ。 

○和田理事  保険金の支払いについて若干お話をさせていただきます。８ページの資料

をごらんいただきますと、2008年度がトータル 172億円ということで、この表の中では突

出しているのですが、この大半、赤いところは全てキューバ宛ての支払いということで、

このあたりは特殊な要因があったものです。その後、約 100億円前後の支払いが３年間続

いているのですけれども、これにつきましても20億円単位の案件がぽつぽつとあって、保

険金の支払いが行われたということでございます。 

 それで、昨年度44億円ということで少なくなっているのですが、この間、一切事故が発

生しなかったということではございませんで、当然ながら欧州の金融危機等いろいろござ

いまして延滞等は発生しております。ところが、そういったところも若干時間をかけてお

客様が回収に努められた結果、最終的に保険金の支払いに至らなかったというケースが多

々ございます。 

 一方で、保険金のお支払いに至ったのは船舶の関係で、保険金のお支払いに至ったとい

うことでございます。さらに、先ほど理事長から説明がありましたように、手元のところ

では各種請求案件等々ございますので、そういった意味では、これが来年もこのままかと

いわれると、そんなことはないという状況は常に存在しているということでございます。 

 以上です。 

○寺村委員  ありがとうございました。 

○安念委員  単年度の数字をみてあれこれ心配してもしようがないビジネスではあるの
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ですが、やはり日本企業のアニマルスピリットがだんだん失われて、平たくいえば、完成

品の輸出がどうしても振るわなくなっているということの反映なのかなと、ちょっと寂し

い思いもしないでもないのですがね。いや、それはわからないですよ。この数字だけみて

どうとはいえないとは思うのですがね。ほか、いかがでしょう。何かご指摘いただくこと。

伴委員、どうぞ。 

○伴委員  今の話で、全体の引き受け額、きょうの一連の話ではないのですけれども、

引き受けの件数という点でいうと、例えば中小企業の輸出保険などは件数がかなりふえて

はいるので、単価がいってみますとちょっと小さい案件がふえている。作業負荷自体はふ

えている部分というのは、１件は１件というところでいうと、件数のトレンドみたいなも

のも全体で種目別にみせていただくと、そのあたり、少し比較がしやすいかなというとこ

ろがあるのですが。 

○安念委員  どうですか。そういう数字は出していただけるものですか。別に今手元に

なければないでいいのだけれども。どうぞ。 

○秋田経営企画グループ長  お手元で全体観としてお示しできずに申しわけございませ

ん。現時点でこの資料の中に明らかになっておりますのは、中小企業にかかわる代金保険

と中長期の貸し付けに関しては６ページにございます資料となります。こちらの資料、や

やみづらくて恐縮でございますけれども、青の棒線が中長期案件の引き受け件数でござい

まして、2010年度が48件、2011年度が57件、2012年度が88件ということで、こちらは記載

がございますとおり、主に貸し付けにかかわる案件は非常に増えているという状況にござ

います。 

○安念委員  次回までにもう少しわかりやすい資料をもしつくっていただけるのなら、

工夫していただくことは可能ですか。 

○秋田経営企画グループ長  かしこまりました。そのように準備をさせていただきます。 

○安念委員  済みませんが、お願いいたします。ほか、いかがですか。どうぞ。 

○伴委員  もう一点、アンケート調査に関連してなのですけれども、今回、事前にちょ

っとご説明いただいた部分でもあったのですが、例えば全体の評価として、細かいお話な

のですけれども、「高く評価できる」という件数が上位のところでちょっと減ってきてい

ますと。ただ、全体として評価としてのパーセンテージはそれほど落ちてはいないのです

が、これを解釈するに当たって、上位 100社の方というのは例えば前年、前々年度と構成

は変わっているのでしょうか。 
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○安念委員  どうですか。 

○板東理事長  余り変わっていないのです。この点については、内部でも議論していま

すが、やはりこれは私どもに対する大きな警鐘ととらえるべきであろうと考えています。

もちろんテクニカルには中小企業とかフロンティングとか上位 200社のお客様の関心事と

は必ずしも一致しない業務が拡大しているということの反映という可能性が高いとも考え

ております。そういう意味では、投入したリソースに対して評価をしていただく人との関

係が違うのかもしれないとか、いろいろあるのですが、とは言え、やはり保険料ベースで

いうと88％と85％以上いただいている既存のお客さんに対して、やはりもっと目を向ける

べきであると考えており、その具体策を組織を挙げて今検討している最中です。 

 ただ、一方、アンケート自体の技術的問題として、 200社の方々の一体どこの方にアン

ケートが行ったのであろうかと言う点があります。大手商社であれば、アンケートを行っ

た部署によっては結果が変わってくる。特に今、私どもが実感として感じているのは、昔

は大手商社、メーカーでも貿易保険のとりまとめ部隊がきちっとあって、そこを通して意

見交換を行ったのですが、今は、同じ会社の中でも多くの営業窓口と面的におつき合いい

ただくようになってきておりまして、そうすると、私どもからいうと大変効率が悪いとい

うか、逆に多分お客さんとしてのアンケートといったときに、そこの会社１社が１票とす

ると、当社全体の評価が本当にそこに正確に反映されているかどうかとか、テクニカルに

もいろいろな問題はあろうかと思っています。 

 ただ、そういう話は別として、この数字自体は我々にとって非常に大きな警告であると

認識しております。そういう意味で、これから具体的にいろいろな手を打っていきたいと

思っています。 

○伴委員  考え方として、この２、３年のお取り組みというのは、割と裾野を広げたり

というところで、ある意味、ヘビーユーザーさんにとっての変化率というのはちょっと小

さかったのかなと。その辺がこの結果としてのというところ、何か内部で自己評価みたい

なところで、そんな見方もできる……。 

○板東理事長  その可能性もあると実はみております。 

○伴委員  なのですね。わかりました。３点目、ちょっとよろしいですか。 

○安念委員  どうぞ。 

○伴委員  これはちょっとテクニカルな話ですが、きょうの寺村委員のご質問にあった

のですけれども、支払いの程度は比較的減ってはいるのですけれども、今回、備金を積ま
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れていらっしゃるというところでは、それなりに発生ベースでは少しふえてきているとい

うことなのでしょうか。実際に積まれた備金がＩＢＮＲ的なものである、統計的なもので

あるのか、実際に発生しているけれども、まだ払われていないようなものなのか、その辺

ちょっと細かいのですけれども。 

○安念委員  どうですか。 

○坂口総務部長  いわゆる延滞になっているという額は増えておりまして、それを私ど

もは事故と呼んでいますけれども、それに対応した備金を積んでおります。決算の数字で

も申し上げましたが、昨年度は増加しております。具体的に申し上げると、イランという

国であるとか、ベネズエラという国がなかなか難しくなってきていて、延滞が増加してい

るというような状況はございます。もちろん、欧州の金融危機の関係で信用事故というよ

うなものもございます。 

○伴委員  ありがとうございます。 

○安念委員  ほか、いかがでございますか。どうぞ。 

○清水委員  私はサービスの向上というところでちょっとお伺いしたいのですけれども、

いうなれば、冒頭、理事長からお話ありました、体制的に十分なサービスが提供できる１

つの限界に来つつあるということと、それは安念委員がおっしゃっていたように、我々ず

っとここで議論して、そうだ、そうだといって、ではどうしたらいいのだというところで

すよね。それがこういう形で出てくると、要するに、本当に１年で１％ずつ業務経費を削

減しながら、かつ給料も減らしながら、人も減らしながら、この中でこれだけ我々は頑張

っているぞというところしか出てこないのです。ではＮＥＸＩのサービスの向上を図るた

めにはどうしたらいいのだという部分が、どうやって引き出せるのかなというところがず

っと私は頭の中にあって、解がみつからないのです。 

 この中の表現、要するに、業績の報告の中で実績の表現の仕方の中でそういう部分、要

するにこのような実はほころびが出始めているぞというような形で示して、それをユーザ

ーサイドからみて、それはＮＥＸＩがサボっているからだよ、努力が足りないからだよ、

あるいは、構造欠陥だよとか、そのような声が出てくるということにつながると、我々の

意図とは反するわけですけれども、あれだけよくやっているのに、このようなネガティブ

なものが出てきたよと。これは何とかしなければいかんなということで、実は、ではもう

少し事業強化しようか、拡充しようかというようにつながるような、そういう報告の仕方、

あるいは我々の評価の仕方がそのようにつながるような形でどうしたらいいのだろうかな
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と。 

 例えばお客様のアンケート調査がありますよね。この意見、要望の中に、事業強化が必

要なのではないのかというようなことが複数箇所書かれているわけです。これがどういう

形でＮＥＸＩさんの事業強化につながっていくのかという、そのプロセスがちょっとみえ

ない。例えば、サービスの向上のところですから18ページ、信用リスクに係る保険金査定

期間の短縮となっていますよね。これは、サービスの向上で、これだけ我々は努力し、そ

の効果が出ましたというように書かれているのですが、例えば内諾期間という指標をとっ

たときにどうなのだろうかなと。そこは実は長くなってしまっているよというようなもの

が示されれば、そこはもちろんいろいろな要素があるとは思うのですけれども、やはり人

手が足らないということになりませんか。それから、先ほどの案件の量と質の問題があり

ますよね。 

 最近の日本の輸出ビジネスの傾向をみますと、１つは、案件のサイズがどんどん大型化

してきていますよね。それから、いわゆる民間投資を呼び込む案件、特に我々の業界から

みると、資源国が単に資源を輸出して、それでお金を稼ぐというパターンから、資源を自

国内で有効利用して外資を呼び込んで産業化に繋げるというプロジェクトが非常にふえて

きている。となると、そういうものに対する保険のあり方というのは極めてリスクが大き

くなり、かつ複雑になる、重層的になるという傾向が出てきているのではないかと思うの

です。そうなると、マーケットニーズに対応したサービスの向上というのは、いうなれば

専門性を向上させる、高めるということと同時に、増やすということも含めて陣容を強化

していかないと、なかなか対応できないのではないかと思うのです。そのような形がひと

つみえるような報告と我々の評価とが具体的な施策につながっていくような、何かそうい

う仕組みができないだろうか。済みません、私自身がこうしたらいいという形で提言でき

ればいいのですが、評価委員としては、そこに１つの閉塞感みたいなものを感じるもので

すから、意見としてお受けとめいただければと思います。 

○安念委員  ありますよね。何かこれをみていると、結局、雑巾を絞り続けていますと

いう話なのですよね、平たくいえば。理事長もおっしゃっていたけれども、もうそろそろ

ターニングポイントが来ているなというのは、もうこれはみえみえの話。ただ、これはＮ

ＥＸＩ自身からはいいにくい話なのですか。どうなのだろう。そうでもない。 

○板東理事長  ＮＥＸＩからは申し上げにくい。というのは、取組実績報告においては、

中期計画に応じた実績を示さなければならず、その方向性と違う論点を掲げにくいという
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ことがあります。とは言え、組織運営の現状と課題という点を今回初めて付けたのです。

これまでは、実績のみを書いていたのですが、むしろ現状と課題ということで、今回の資

料に追加しました。でも、正直いうと、こういう場でこういう報告紙につけるのはこれが

限度と認識しています。 

 ただ、いずれにせよ、この数枚の紙で現状と課題と書いたのは、本当に最近そういうこ

とを始めたということです。どうぞご支援のほどとしかいいようがないのですが。もう本

当のことをいっていこうと。 

○安念委員  だけど、我々の評価の項目も、結局、雑巾絞りましたというのだといいと

いうのをつけるやり方しか今の仕組みではないのですよね。 

○寺村委員  だから、この報告書といいますか、これの書き方もいろいろリスクはある

と思うのですけれども、例えば従業員数もここに書いてあるのでも2005年度 150人で2012

年度 142人で、これだけ減らしましたということで、それを評価してくださいよという形

になっているけれども、さっき理事長からご報告ありましたが、実際には離職しているわ

けですよね。やめていってしまっているわけですよね。そういうところの実態が、我々は

理解していても、その報告書で、あるいは評価で外へ出ていったときに、そこがみえない

ということがあると思うのです。だから、リスクがあると申し上げたのは、そこをあえて、

いや、実態はこうなのだというようなことを何かいえると、さっき清水委員がおっしゃっ

ていたようなことと関連するのですけれども、もう少し実態を訴えられるのかなという気

もするのです。 

○安念委員  この委員会でいってもしようがないけれども、それが有効打として働くよ

うな場というかフォーラムみたいのはないものなのですか。 

○小野貿易保険課長  大きく分けると２つあると思いまして、１つは、この独立行政法

人制度という枠の中で考えると、一律でという議論になってしまっていますので、この枠

の中で評価委員会ということですので、なかなか難しいというところがあると思います。

ですから、我々は特殊会社化してもうこの独立行政法人制度から決別しようということを

実は主体的にいっているというところでございます。ちょっと法律がなかなか出せないの

ですけれども、ことし、来年、特殊会社化に向けて法案準備は引き続きやっているところ

でございます。 

 あともう１つは、この枠の中であっても、人とか給与というのは中期目標をつくって財

務大臣協議をかければ、その中で実は論理的にはふやしていくこともできなくはないので
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す。これは結局、財務省がどのように評価してやっていくのかということなのですけれど

も、それは先ほど申し上げたような独立行政法人の枠の中では当然財務省も認められない

ということです。 

 ただ、ＮＥＸＩに限らずこういう政策金融機関の人の問題というのは大きく認識され始

めていまして、例えば、経協インフラ大臣会合というのをやっています。これはインフラ

システム輸出のための大臣クラスの会合なのですが、そこでもＪＢＩＣ、ＮＥＸＩ、ＪＩ

ＣＡ含めてやはり人の問題がありますよということは議論がされています。、今のところ

はその芽出しとして、やはりいろいろな役に立つ先進的な取り組みをしていったところは

それはそれと評価して、それはそれに人が要るわけだから、そういうところにはやはり重

点的に人を充てていこうよという議論を始めていまして、今年は試行的にということだと

思いますけれども、９月、12月にＮＥＸＩの例えばこのような先進的な取り組みというの

をもし評価していただけるのであれば、財務省戦線にも経協インフラ大臣会合が後押しし

てくれるというようなことを今始めていますので、この独立行政法人の中でもそのような

ときに委員の皆様の意見も含めてそういうところをやっていければなと思っております。 

○安念委員  我々はずっとやきもきのしっ放しなのだけれども、そうはいっても、評価

はしなければいけないので、とりあえず事務局から今後の評価の進め方についてご説明い

ただけますか。 

○小野貿易保険課長  次回、７月２日ということで、そこで評価のとりまとめをさせて

いただこうと思っております。例年同様、委員の皆様から事前に評価のコメントを出して

いただいて、我々事務局のほうでとりまとめて、それをベースに議論をしていただくとい

うことでお願いできればと思っております。その評価のコメントのフォーマットにつきま

しては、あす、委員の皆様にメールで送らせていただきたいと思います。これ、可能であ

れば、ぜひご協力をお願いしたいのですけれども、整理の都合上、例えばですが、６月14

日の金曜日ぐらいまでに事務局にお返しいただけるとありがたいのですけれども、ご協力

をお願いいたします。評価の中身の指標につきましては変更がありますけれども、そちら

のほうは後ほどご説明させていただきます。 

 以上です。 

○安念委員  ありがとうございます。それでは、続きまして、報告事項になりますが、

議題の２、平成25年度の年度計画についてに移らせていただきます。それでは、またＮＥ

ＸＩからご説明いただきます。 
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○坂口総務部長  年度計画は資料２―１でございまして、3月26日に決定いたしまして、

経済産業省にご提出しているものでございます。ポイントを資料２―２に基づきましてご

説明させていただきたいと思います。 

 参考のところにありますように、第４期中期計画においては、特殊会社化ということも

念頭に置いてということであったわけでございますけれども、諸事情で法案提出に至らず

ということでありますので、13年度の年度計画というのは基本的に中期計画の従来からの

整理で作成いたして提出いたしました。 

 最初が、業務の質の向上のうちの商品性の向上ということで、中小企業向け保険の利便

性向上であるとか、海外フロンティング新商品の開発・販売、海外投資保険の商品性改善、

ローカルバイクレ対応ということを掲げております。 

 ２つ目として、サービスの向上ということで、お客様負担の軽減、意思決定・業務処理

の迅速化、情報提供の強化、お客様ニーズの把握といったような取り組みを掲げておりま

す。 

 ３つ目といたしまして、リスク管理体制の強化、業務の適正確保ということで、リスク

管理、内部統制、コンプライアンス等の強化のための体制整備、人材育成に取り組みます

ということでございます。 

 ４番目といたしまして、重点政策分野でございますが、パッケージ型インフラの海外展

開、中小企業、農業、環境、資源確保といったようなところの引き受けリスクの質的、量

的な拡大を図るということでございます。 

 ５番目として、民間保険会社の参入の円滑化ということでございますが、海外フロンテ

ィング契約の促進、地銀との連携強化といったようなものにしっかり取り組むという計画

でございます。 

 最後に、業務運営の効率化ということでございまして、私ども、交付金ではなく、お客

様からの保険料をお預かりし、それを原資に運営しております。したがって、費用対効果

を十分検討して費用支出を行い、効率的な業務運営に取り組んでまいるという計画でござ

います。 

 以上です。 

○安念委員  ありがとうございました。何かご指摘をいただくことはございますか。ど

うぞ。 

○寺村委員  これをざっとみさせていただくと、何か物すごく盛りだくさんなのです。
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こんなに盛りだくさんにしなければいけないのかなというのが率直な感想なのですけれど

も、前回もお話あったと思いますが、今度評価するときはこれをベースにまた評価するわ

けですよね。そこのところは何かもう少し、さっき理事長もおっしゃっていましたけれど

も、網羅的にいくのではなくて少し重点を絞るとか、そういうことがあってもいいのでは

ないかなという感じはしています。 

○安念委員  中期計画というのが上にありますから、中期計画に書いたことは年度に落

とさなければならんということではないかなと私は想像するのですがね。どんなものです

か。 

○板東理事長  ＮＥＸＩの方から言うことではないのですが、もしもお許しいただける

のなら、あるいは評価の段階である程度重点化するというような方向性を経済産業省、あ

るいは皆さんのほうでお示しいただくと、私どもは非常に対応がしやすいなという気がし

ます。 

○安念委員  そこは結構なご指摘をいただきました。ありがとうございます。というこ

とで、一応この点はそういうご報告を承ったということにいたしましょう。どうぞ。 

○清水委員  ５番目ですか、民間保険会社による参入の円滑化というところでちょっと

お伺いしたいのですが。 

今のポイントの５ポツ目です。それから、この詳しいものは６ページなのですが、海外フ

ロンティングの締結促進ということで、ここで民間の保険会社の参入を促すということに

なると思うのですが、これはあくまでも民間の保険会社が進出している国に限られるとい

う理解でよろしいのでしょうか。 

○安念委員  どうでしょう。 

○坂口総務部長  フロントになっていただく損保さんが現地に現法か支店をもっている

ところになります。 

○清水委員  それ以外の国はこのスキームは適用できないわけですよね。 

○坂口総務部長  正確に申し上げますと、仲介貿易については保険の引受が可能です。

例えば、シンガポールを例にとりますと、シンガポールの保険会社にタイの製品を中国に

輸出するという案件を保険で申し込むということはできるという意味では、そこに進出し

ている日本の製造業の製品だけが扱われるということではございません。ご質問にお答え

できているかどうかわからないのですけれども、取り扱いをされる東京海上さんだとか三

井住友さんだとか損ジャさんは、シンガポールであればシンガポールに現法、あるいは支
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店が必要です。そこで取り扱われる商品は、例えば三菱重工さんであれば、仮にタイに工

場をもっていた三菱重工さんがタイから中国に輸出するという案件も取り扱えます。 

○清水委員  だから、損保さんが出ていないような途上国みたいなところは、基本的に

は利用できないというのが、どうもユーザーサイドの一般的な理解ではないかなと思うの

ですけれども、先ほど欧州損保の再保険協定というご紹介がありましたね。そうすると、

欧州の損保さんがそこはカバーしていて、そこと再保険協定があれば、そっちを使えばい

いと、例えばこのような解釈が成り立つのかどうか。そうなると、日本の民間の損保さん

ができないことをＮＥＸＩさんは欧州なら欧州、ほかの国の損保さんを使って再保険を引

き受けてユーザーのニーズに応える、このようなことができる、こういう解釈も成り立っ

てしまうのかなと。そうなったときに、日本の民間損保の参入の円滑化というところがど

のように受けとめられるのだろうか。スキームはよくわからないのですが、そのような問

題意識をもったということが１つ。 

 それから、２つ目は、ユーザーからみますと民間損保さん、民間保険会社さんが一体ど

こまで保険を引き受けられるのか、どういう保険種でどういうカバレッジなのか、それに

対する保険料がどのぐらいのレベルなのかということと、ＮＥＸＩさんの保険商品のそう

いった条件といいますか、そういうものと両にらみで検討されると思うのです。そうした

ときに、いうなれば委託という形で参入を促進する、円滑化するというのは１つわかるの

ですけれども、ユーザーからみると、民間損保さんの利用とＮＥＸＩさんの保険の利用と

いうものをいうなればうまく使い分ける、あるいは組み合わせるというような観点からみ

ると、そこの商品の違いがよくみえていないという部分があるのではなかろうかと。だか

ら、参入を促すと同時に、民間損保さんの商品はこういうものですよ、ＮＥＸＩの保険商

品はこういうものですよというような、もっとユーザーオリエンティッドな保険商品の提

示というものがあって、そのうち相互乗り入れみたいな形で、このような保険商品だとユ

ーザーさんにとってより有利になりますよ、あるいは使いやすいですよというような、そ

ういう意味での民間保険会社との共存共栄というのでしょうか、ユーザーにとって両方が

うまく使い分けられるような１つの方向性をもったご検討が今年度、間に合うかどうかわ

かりませんけれども、そういう形になったらユーザーにとってはありがたい話ではないか

なと、このように思うのですが、その２点についていかがでしょうか。 

○安念委員  何かコメントいただくことはありますか。 

○板東理事長  第１点のコファス、ヘルメス、それから民間損保とどういう位置づけに
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置いているのかという意味においては、実は技術的ないろいろな問題はまだ検討している

最中でして、率直に申し上げて、もう少しお時間をいただけたらいいのかなという気がい

たします。 

 他方、いわゆるフロンティングは５月から販売を開始しております。現地でいろいろな

ご説明をやっておりますけれども、まだ始まったばかりということで、説明がまだ足りて

いない部分があるというのと、もう１つ、今、内部で検討しておりますのは、先ほど総務

部長から例えば仲介貿易も引受可能であるとお話ししましたが、その場合にどのようなリ

スク管理を行うのかという点や、フロンティングの一般的な商品体系と既存の主たるお客

さんの商品体系のそれぞれの項目について、それは当然違いもあります。それについて内

部的に引き受け体制も含めて最終的な査定の体制も含めてどういう形でもっていくのかと

いうのは、実はまだ十分な検討が終わっておりません。新商品を出すので、ある意味にお

いては、しようがない部分もあるのですが、そこは１つにはもちろんご説明をこれからさ

らにしていくということと同時に、より商品としての成熟化というのを検討したいと考え

ています。 

○安念委員  よろしいですか。 

○清水委員  はい。 

○安念委員  ほかに何か。では、とりあえず先へ進みましょうか。引き続きまして、議

題３の日本貿易保険の業務の実績の評価基準の改正についてに移らせていただきます。そ

れでは、事務局からお願いします。 

○小野貿易保険課長  資料３―３をみていただきまして、親委員会で経済産業省所管法

人の評価基準の改正がございまして、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのという５段階なのですけれ

ども、簡単にいうと、簡単にＡをつけてしまうということなので、評価がＡとかＡＡに上

振れしているということで親委員会のほうで議論があって、改正されたものでございます。

繰り返しになりますけれども、実績において質・量両面ですので、質も量も両面において

中期計画を着実に達成、中期計画に書いてあることを質・量ともにそのまま達成したとい

う場合にはＢですよということでございます。前はおおむね達成すればＢだったというこ

となのですけれども、きちんとやってＢですので、Ａというのは書いてあること以上のこ

とをやったということでございます。後ほどまた繰り返させていただきますけれども、６

月14日までにご評価いただいて事務局に提出していただくところでも、Ａをつける場合に

は、それぞれ質・量ともに書いてあること以上のことをやったという部分がどこなのかと
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いう問題意識でみていただけるとありがたいなと思っております。 

 ２点目は配分でございまして、２ページ目のイロハニのニのところで、①国民に対して

提供するサービスの部分、それから②の業務運営の効率化、③財務内容の改善というのが

あるのですけれども、②と③の部分を５％ずつ減らして、①のサービスの部分が10％ふえ

るということでございます。これを受けてＮＥＸＩの評価基準も改正する必要がございま

す。ここをまさにきょうご議論いただきたいと思っておりますけれども、これは資料３―

２の新旧対照表の５ページ目をみていただきまして、配分の詳細がここにございますけれ

ども、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の部分が10％ふえますので、 

(1)の商品性の改善、 (2)サービスの向上、 (3)リスク管理、 (4)重点政策分野、 (5)民

間参入、このところに、今、10、10、10、20、10ということで足して60ですので、70にな

るように10％どこに配分するかと。今までのＮＥＸＩのご評価いただいたところの問題点

等踏まえると、どこに分配するのが一番適切なのかということをちょっとご議論いただい

て、決めていただけるとありがたいということでございます。 

○安念委員  以上でよろしいですか。 

○小野貿易保険課長  はい。 

○安念委員  親委員会がいっているのだから、Ｂは着実にというのでＢだというのは動

かしようがないと。 

○小野貿易保険課長  はい。 

○安念委員  それから、15％、15％にするというのも動かしようがないと。 

○小野貿易保険課長  はい。 

○安念委員  あとは、１．を60から70にするのだが、今まで60だったので、どこを動か

せばいいかというお話だということですよね。 

○小野貿易保険課長  はい、そうでございます。 

○安念委員  では、最後のところはとにかく決めなければいけないから、どうしましょ

う。もう一回確認させていただくと、資料３―２の５ページ目の右側、１．国民に対して

提供するサービスその他の業務の質の向上というところを60から70にせよというのが、我

々の親委員会のお達しであると。その１．の (1)から (5)は今までは60点だったので、こ

こでも60点のままになっているわけですが、それを70点にしなければならないので、ちょ

っとずつか、あるいは10点どっかにどかんと置くか、それは別ですけれども、どのように

配分すればよろしかろうかというのをお諮りするということでございます。どうでしょう。
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どうぞ。 

○伴委員  簡単な考え方として、１つのゴールがサービスの向上、あるいは国民に対し

てということですと、やはり商品性の改善、サービスの向上という部分のウエートが高い

とすると、ここに５、５か、あるいはサービスの向上にプラス10するというのが考え方と

してはある種シンプルですけれども、配分の仕方としては考えられるのかなと思うのです

けれども。 

○寺村委員  私も大体同じような考えです。４番はもう既に20ポイントありますから。

５番ではないだろうなと思いますしね。 

○安念委員  ３は金融機関だからやって当たり前という話でしょう。 

○寺村委員  ですよね。そうすると、やはり１、２が重要なポイントではないかと思い

ます。 

○安念委員  伴さん、そんな感じですか。 

○伴委員  はい。 

○安念委員  清水委員、いかがですか。 

○清水委員  最初の話に戻りますよね。結局、これ以上この体制を続けてサービスの向

上ができるのかということになると、ここに配点を多くしますと…… 

○安念委員  自分で自分の首を締めてしまうと。 

○清水委員  首を締めるということになりかねない。実はサービスを提供するというこ

とは、ある意味で民間企業が競ってサービスを向上するというのが１つ、我々からみると

非常にすっと入ってくる。 

○安念委員  マーケットの正しいあり方ですね。 

○清水委員  そうなのです。むしろ、国の機関としてのＮＥＸＩさんの価値といいます

か、ありようというのは、民間の損保さんとは違う、あるいはどこにもない、そういう商

品をもっている、それは国の機関であるがゆえにできる、そこに存在価値があるという解

釈も成り立つかなと。その場合は、２だと自分の首を締めてしまうので、１にもっていっ

たほうがいいのかなと。 

○安念委員  なるほど、それは確かに１つの考え方ですね。いわれてみればそうかなと。

いずれにせよ、 (1)と (2)、両方５点ずつふやすか、 (1)を10から20にどんとふやすか、

この２つの選択肢でしょうね。どんなものでしょう。 

○清水委員  これは５点法ですか。 
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○安念委員  いや、５点法でなくて。 

○小野貿易保険課長  ５点でも、13点とかというのも理論的にありなのですけれども。 

○安念委員  それはありではあるが、そこで余り凝ってもね。 

○小野貿易保険課長  ５点、５点でも、10点、ゼロ点でも結構ですし、その間でももち

ろんあり得ますので、どうしてもという場合では。 

○清水委員  例えば３点、７点とかにするのもあるのかなと。 

○安念委員  それは理論的にはあってもね。どうしましょう。 

○寺村委員  重要度からいったら同じぐらいだと思うのですよね。５、５ぐらいだと思

うのだけれども、サービスの向上をふやしたときにどのように評価できるかというところ

ですよね。だから、そこをうまく高い評価ができるような方策といいますか、そういう方

向にもっていくということでいいのかなという気がしますけれども。重要度からいくと、

これを外してしまうというのも何かちょっと片手落ちかなという気もします。 

○安念委員  伴さん、いかがですか。 

○伴委員  きょうのお話を踏まえて、今後どうしていくかという部分はコメントの部分

の書きぶりでやはりまた工夫しなければいけない部分があるのだと思いますが、それを踏

まえて、確かに配点を上げてしまうと首を絞めてしまうというところはあるのですが、で

も、おっしゃるとおり、重要度の点ではこれだとすると、５点、５点ずつ上げて、その分、

逆に今度はサービスの向上のあたりですとかというところのコメントの書きぶりをちょっ

と工夫するというか、時間をかけてというようなやり方も１つかなと思うのですが。 

○安念委員  小野さんはどうしたいの。別にないの。個人としてのコメントはないので

すか。 

○小野貿易保険課長  ご参考までにということで、商品性の改善、おっしゃるように、

民間にはないものを提供するということで、不断に改善していかなければいけないという

ことですけれども、ややもすると、裾野を広げるというか、どんどん端牌のほうに行って、

行ってもこれも商品はどんどん改善されますよと。済みません、今回ちょっと法律改正で

もいろいろなことを考えるのですけれども、役に立つ改正をしなければ意味がないと。た

だ改正しても商品の改善だと。そういうところもございますので、余りこっちに偏っては

いけないなと。サービスの向上というのは、既存のお客さんにしっかりサービスを提供す

るというところがもしサービスの向上というところに含まれるのであれば、民間で提供で

きないものをしっかり提供するという意味においては、趣旨は多分同じなのかなと。そう
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いうご趣旨というのは (1)だけではなくて (2)にももしかしたらあるのかなということか

と思います。 

 理事長のほうからも話がありました、場合によっては重点的にという部分も、もしかし

たら既存のお客さんにしっかりサービスを提供するということであれば、 (2)の部分もも

しかしたら力を入れなければいけない部分としてあるのかもしれないなということで、バ

ランスよくいくというのも１つの選択肢なのかなと思いました。 

○安念委員  では、いかがですか。５ずつ配分することにして、サービスの向上を10か

ら15にして、我々の心づもりとしては、もうきちきちの人員、マンパワーで、これ以上首

を絞めるような方向での評価をするようなことはしないという心構えでいくということで、

15、15でいかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 では、そういうことにさせていただきましょう。１．の (1)が15、 (2)が15で、１．全

体で70ということにさせていただきましょう。では、こういうことで評価をさせていただ

きましょう。では、小野さんのほうからどうぞ。 

○小野貿易保険課長  ただいまいただきました評価基準につきましては、今回の評価か

ら適用ということでございます。よろしくお願いいたします。 

 それから、先ほど申し上げましたとおり、あす、評価シートを送付いたしますので、質

・量ともに着実にやった場合にＢと。Ａをつける場合にはプラスアルファの部分は何なの

かという問題意識でみていただけるとありがたいと思います。委員長のほうからも親委員

会にどこがＡなのだ、プラスアルファの部分はどこなのだということを説明する必要がご

ざいますので、多分、次回の委員会ではそこの部分が議論になっていくのだと思います。

よろしくお願いいたします。 

○寺村委員  それはＮＥＸＩだけではなくて、ほかもみんな同じように改正されている

ということですよね。 

○小野貿易保険課長  はい。ＮＥＸＩの評価が上振れということではなくて、ほかも全

体としてということでございます。おっしゃるとおりでございます。 

○安念委員  そうおっしゃるのだからしようがないですね。どうもありがとうございま

した。 

 それでは、引き続いて、議題４の日本貿易保険役員退職手当支給規則の改正についてで

ございます。では、事務局からご説明をお願いいたします。 
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○小野貿易保険課長  資料４でございます。日本貿易保険役員退職手当支給規則の改正

についてでございます。昨年11月、国家公務員の退職金減額の法案が成立いたしまして、

本年１月から実施されております。これを踏まえてＮＥＸＩにおいても他の独法と横並び

で、国家公務員に準じた形で改定が行われて、主務大臣に届け出がされました。本部会へ

通知して、意見があれば経産大臣にということでございますので、意見をお諮りする次第

でございます。 

○安念委員  では、意見を述べましょう。こういうくだらないことやめろというのが我

々の意見ではありませんか。率直にいって。横に並べて何の意味があるのだよということ

ではないかな。どうですか。 

○寺村委員  そうですよね。もうそれに尽きると思います。これ、意見をいって何かな

るのですか。 

○安念委員  それはよくわからないけれども。 

○小野貿易保険課長  この規定の趣旨としては、独法が暴走して上がってしまったとき

に、評価委員会できちんと監視をして、これちょっと上がり過ぎなのではないですかとい

って、経産大臣にいって、それで大臣から改善命令のような、そういうのは想定されてい

たのだと思います。ただ、今回の場合は一律で下げるということですので、そのような場

合についてもしゃくし定規に委員会にかけなければいけないという法律上の規定になって

ございまして、大変申しわけございませんけれども、手続を進めさせていただいたという

ところでございます。 

○安念委員  役所側の手続なのだから、それはそれでいいのだけれども、私どもの意見

としては、独法なのに何で国と、しかも他の独法となぜ横並びでなければならんのかと。

金融機関というのはどこの国だって大体において賃金の水準は高いものであって、優秀な

人材を確保するにはそれ相応のペイを払わなければならないのは当たり前でしょうという

のが大体私どもの意見ではないかなと思うのですが、そんな感じでいいですか。そのよう

にしかるべきところにご報告ください。 

○小野貿易保険課長  はい。 

○安念委員  どうもありがとうございました。これは通知事項だということでございま

すので、私どもの思いのたけをとにかくいわせていただくということにいたしましょう。

それでは、きょうの議題は終了いたしましたので、事務局から今後のスケジュールについ

てご説明をいただきましょう。 
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○小野貿易保険課長  本日はご審議いただきまして、ありがとうございました。次回、

７月２日の15時、午後３時ということでございます。よろしくお願いいたします。 

○安念委員  では、評価しましょう。質・量ともに着実でＢだというのは変だと思いま

せんか。それって結構いいということでしょう。何か変だなとは思うのだけれども、それ

もそうだとおっしゃるからしようがない。 

○寺村委員  気持ち的に抵抗感がありますよね。 

○安念委員  ねえ。何か変ですよね。それで、６月14日が締め切りでしたね。 

○小野貿易保険課長  はい、よろしくお願いします。 

○安念委員  では、それで頑張ってやりましょう。きょうはどうもありがとうございま

した。 

 

                                 ――了―― 
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