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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会(第38回) 

議事録 

 

日時 平成２５年７月２日（火） １５：３０～１７：００ 

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 

 （事務局）：小野貿易保険課長、鮫島貿易保険課課長補佐、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年度決算について 

（２） 日本貿易保険の役員報酬規則の変更について 

（３） 平成２４年度の業務実績評価について 

 

議事内容 

○小野貿易保険課長  ちょっと定刻よりも早いですけれども、おそろいになりましたの

で、これより、独立行政法人評価委員会第38回日本貿易保険部会を開催させていただきま

す。 

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

ございます。 

 本日は、横田部会長が海外出張、それから伴委員も、今週、海外出張のため欠席です。 

 ＮＥＸＩからは板東理事長ほかに参加いただいております。 

 さて、本日の議題は、 (1)「平成24年度決算について」、 (2)「日本貿易保険役員報酬

規則の変更について」、 (3)「平成24年度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、審議に入りたいと存じますが、これからの議事進行につきましては安念委員

にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○安念委員  どうもありがとうございます。それでは、議事を進めたいと思います。 
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 従前同様、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と

したいと思いますが、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す。そのように取り計らわせていただきます。 

 それでは、本日の議題 (1)「平成24年度決算について」に入りたいと思います。ご存じ

のとおり、独立行政法人通則法38条の規定に基づき、「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、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委員

に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、よろしくお願いいたします。それでは、ＮＥＸＩからご説明をお願いいたします。 

○坂口総務部長  財務諸表につきましては、資料１－１にございますけれども、前回会

合で監査前の数字をご説明いたしましたが、会計監査を踏まえ、前回説明からの修正事項

につきまして簡単に、資料１―２に基づきましてご説明させていただきます。 

 「日本貿易保険の第12期決算等について」という資料でございますけれども、１枚めく

っていただきまして、「決算監査結果報告（修正事項）」でございます。２点修正がござい

まして、１点目は日系取引信用保険のソフトウェアの開発、これは資産に計上しておりま

すと前回ご説明しておりましたが、その資産計上の額を修正するということで、 情報処

理費を1,700万円減額し、資産計上をふやしております。その結果、経常損益が 1,700万

円ふえまして、84億 400万円ということでございます。 

 ２点目が、これは回収金の計上の方法でありますけれども、本来元本に充当すべき回収

金だったのですけれども、利息収入と計上しておりまして、その部分を元本に充当するよ

う修正しておりますます。その結果、特別損益が 400万円減っておりまして、 120億 2,2

00万円になるということでございます。 

 この結果、経常損益と特別損益の合計でございます当期利益が 204億 2,600万円という

ことで、前回ご報告したものより 1,300万円増額ということでございます。 

 これに従いまして、それぞれＰＬ、ＢＳを修正しておりますのが３ページ、４ページで

ありまして、３ページにつきましては、今ご報告いたしましたように、経常損益は 1,700
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万円ふえ、特別損益は 400万円減り、計 1,300万円増加ということでございますし、ＢＳ

につきましても同様に修正した結果、資産のところは 1,600万円ふえ、負債のところが 3

00万円ふえ、その差額が 純資産として1,300万円増ということでございます。 

 以上が決算監査を経た最終的な決算の状況でございます。 

 ２点目といたしまして、前回の会議で伴委員からご質問ございました案件数の推移につ

いてご説明したいと思います。前回は引受額と保険料収入につきまして推移をご説明した

わけでございますけれども、業務量という観点から、案件数がどうなのかということでま

とめたものでございます。 

 短期保険につきましては、昨年度は12万 1,297件引き受けということで、一昨年に比べ、

 7,692件減少。やはり短期保険につきましては包括保険が中心でございますので、全体的

な日本からの輸出の減少といった構造的な状況を反映して減少しているのではないかと考

えております。 

 他方、中長期の保険につきましては、貿易代金貸付保険でございますけれども、昨年度

は18件ということで増加しておりますし、海外事業資金貸付保険につきましても22件とい

うことで増加しております。さらには、投資保険も25件ということでございますし、ボー

イング社の輸出に関するアメリカ輸銀からの再保険でございますけれども、48件というこ

とで、これら全て大幅に増加してきているというような状況でございます。 

 以上です。 

○安念委員  どうもありがとうございました。 

 それでは引き続き、監査結果報告にまいります。それでは、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  それでは、お手元の資料１―３に監事監査の状況をまとめてございます。

かいつまんで、この資料１―３をご説明申し上げます。 

 「監査の基本的考え方」、１番に書いてございますけれども、組織、制度、事業、事務

処理等が、全体として法令・諸規程等を遵守しているか、効率的に機能しているかという

観点でチェックを行っております。 

 監査は、普通の事業法人と同じように、業務監査と財務監査と、この二面から行ってお

りまして、実施状況のところに書いてございますが、業務監査の観点からは、役員会、幹

部連絡会、定例連絡会、営業推進会議、コンプライアンス委員会等、各種会議に出席いた

しております。また、重要書類の回付も受けております。 
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 それから、財務監査の観点では、月次決算と称しておりますけれども、月次の推移状況

について経理担当部署から毎月報告を受けたほか、監査法人とは期中及び決算時に２度、

協議打ち合わせを実施いたしております。財務基盤については大変健全な状態が維持され

ていることを確認しております。 

 それから、監査の重点事項に関する24年度の取組状況でございます。基本的な重点事項

は毎年変わっておりません。まず１番で「随契適正化を含めた入札・契約の状況」でござ

います。平成24年度の状況では、競争性のない随意契約の契約全体に占める割合でござい

ますけれども、その下にございますとおり、件数ベースでいうと33％、金額ベースでは７

％、こういった状況でございました。 

 23年度と比べますと、たまたま金額ベースは同じ比率になっておりますが、件数ベース

ではふえております。ただ、全体の金額は大変圧縮しておりまして、ここに数字を書いて

おりませんが、23年度の競争性のない随意契約の金額は２億 8,000万でございましたけれ

ども、24年度は 2,000万ということで、大変こういった契約は少なくなっているというこ

とですね。２億 8,000万に対して 2,000万。たまたま金額的には７％、比率的には同じに

なってございます。 

 また件数ベースの比率はふえているのですが、実際は12件あったのですけれども、その

うち９件はＮＥＸＩが地銀との提携を大変熱心に取り組みまして、地銀と提携した関係で

各地で新聞広告を打ちまして、そういったものが件数９件、12件のうち９件入っていると

いう状況からこのようなことになっております。 

 次のページをご覧いただきまして、契約手続の執行体制でございますけれども、平成21

年の独法の契約状況の点検・見直し、こういった方針を踏まえて、競争性のない随契及び

一者応札・応募の状況について、業務の妥当性や見直しの方向性を確認しております。そ

の内容につきましては、契約監視委員会を本年５月に開催いたしまして点検を受けており

ます。また、この委員会におきまして、今後さらにこういった契約をいかに減らしていく

かといった方向についてお諮りして了承されております。 

 次に、給与水準の状況であります。当法人におきましては、役員は本独法評価委員会の

業績評価を報酬に反映しております。職員については、平成18年から年功的な賃金体系を

見直して、職務・職責に応じた人事・給与制度を実施しております。 

 平成24年度の職員と国家公務員との給与水準の比較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、23年度と比べて若干改善いたしております。また、地域・学歴に
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よる影響を考慮した場合の指数も、若干でございますが、対前年度低下している。 

 国に比べて給与水準が高くなっている理由は、毎年ここに同じことを述べているわけで

ありますが、在職地域が東京と大阪しかない。あるいは大学院卒者の構成比率が非常に高

い。さらに、国際金融等の専門的人材を採用する場合には、労働市場においても結構処遇

がよいということから、我々としても加味する必要があるということが理由でございます。 

 しかしながら、給与水準を抑制しろということでございますので、講ずる措置としては、

先ほど申し上げたとおり、平成18年度に、従来の年功的な給与体系から、職務・職責、あ

るいは専門的な業務遂行能力に応じて報酬を決めるといった形へ変更したわけでございま

す。 

 さらに、平成22年閣議決定、そこにございますけれども、こういったものにおいてさら

に人件費の適正化ということが求められておりまして、３ページでございますけれども、

当法人においてはさらにこの給与制度・目標管理制度の見直しを行いまして、能力主義、

実力主義的な昇格・昇級基準、それから組織への貢献及び実際に担当している職務とその

成果に照らして、こういったバランスがとれた給与制度へ移行するという観点から見直し

を行いました。 

 新目標管理制度を本年度、25年４月から実施しております。新給与制度についても、こ

の７月支給分からそういった新しい体系へ移行する予定でございます。 

 また、平成23年10月28日の閣議決定、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」等

を踏まえまして、当法人におきましても、平成26年３月31日までの間、役職員の給与削減

を実施しております。 

 当法人の給与水準につきましては、国と比べて若干高いところがあるのですけれども、

民間の労働市場、あるいは民間金融機関等の水準と比べて過度ではないかというような観

点から、一応検証を行ってございます。その下に、民間の労働市場においてＮＥＸＩと競

合する業種の場合の勤続年数別の給与水準の状況と私どもの状況、このような比較を行っ

ております。それから、民間金融機関、銀行とか保険会社であるとかの報酬水準と私ども

の水準、こういった観点から検証しておりまして、決して過度な報酬ではないということ

を確認いたしております。 

 それから、４ページでございますが、情報開示の状況につきましては、既に平成23年４

月にＮＥＸＩの法人のホームページを全面的に刷新しまして、利用者の皆様に貿易保険商

品に関する広範な情報提供を行えるようなサービス体制を整備しております。その他、日
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本貿易保険の情報開示状況につきましては、その下の表に整理したとおりで、昨年と変わ

ってございませんが、こちらでご参照願えればと思います。 

 また、内部統制の状況でございますが、ご報告することといたしましては、１つはモニ

タリング推進委員会というのを平成21年に設置しておりまして、モニタリング自体は各部、

あるいは各支店で行うわけでございますけれども、この推進委員会において、各部、各支

店が行うモニタリングを推進したり、あるいはモニタリングに使えるような参考情報を提

供するといった活動を続けてきております。 

最後にコンプライアンス委員会でございますけれども、コンプライアンス委員会、平成18

年に設置いたしまして、各部、支店の状況に応じたコンプライアンスの推進、情報管理や、

あるいは内部監査についても、当法人においては、このコンプライアンス委員会で内部監

査を促進するといいますか、各部に呼びかけて監査をやらせるといった取組を進めてきて

おります。 

 平成24年度につきましては、例えばインサイダー取引に関するコンプライアンス研修を

実施したり、あるいは機密情報管理マニュアルというものを備えてございますけれども、

他の金融機関の例を参考に見直しを行うといった活動を行っております。 

 以上、監事としての監査につきまして状況をご報告申し上げました。 

○安念委員  ありがとうございました。 

 ただいま、坂口部長、それから大岩監事からご説明、ご報告をいただきましたが、この

点について何かご質問やご指摘いただくことはございましょうか。 

○寺村委員  ちょっと１点だけ。コンプライアンスに関してですけれども、目安箱みた

いなのはあるのですか。 

○大岩監事  はい。 

○寺村委員  それはどんな状況になっていますか。 

○大岩監事  目安箱、内部通報制度は、内部通報の規定も設けてやっております。通報

を受ける窓口としましては、コンプライアンス委員会であるとか、私、監事であるとか、

そういったところが受け付けることになってございます。これまでのところ、利用状況は

余りないですね。全くないということではございませんで、24年度、あるいは23年度の中

で、若干の件数、そういった通報があって対応したということはございます。 

○寺村委員  特に大きな問題というのはないという理解でよろしいですか。 

○大岩監事  ええ。特段、金銭が絡むような問題とかそういったものは報告受けており
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ません。若干の、別のことでございましたけれども、大きな問題はないと認識しておりま

す。 

○安念委員  よろしゅうございますか。 

○清水委員  この監事監査の実施状況の中の先ほどの随契のところですね。これは件数

ベース、金額ベースということであるのですが、実際の件数というのは全部でどのぐらい

あって、そのうちの３割が随契ということだと思いますが、どのぐらいあったのでしょう

か。 

○大岩監事  対象となる件数、分母が36件でございました。36件に対して競争性のない

随意契約に当たるものが12件ということで、36分の12で33％という状況でございます。同

じものが、１年前、23年度は分母が40件、40分の７件、18％という状況でございました。 

○清水委員  その12件のトータルが、先ほどどのぐらいとおっしゃいましたか。 

○大岩監事  12件トータルで 2,000万円。 

○清水委員  そうすると、昨年度は７件で２億。 

○大岩監事  ７件で２億 8,000万円でございます。システム関連の費用がここから24年

度は大きく抜けたものがございまして、金額でいうとかなり小さくなっております。 

○清水委員  要するに随契でないもの、随契も含めてかもしれませんけれども、このよ

うな、実際に外部との契約をするときに、見積もりの引き合いからそれの分析、査定、相

手方とのいろんなやりとり、ここでもってどのぐらい、いわゆる業務上時間を費やしてい

るのか。随契であればもうちょっと簡単に、余り時間をかけずに業務の効率化ができるの

にと。でも、こういう取り決めがあるので、いろいろな引き合いを複数とって、それに時

間をかけなければいけないと、このような観点で、実際の入札業務というのはどのように

管理されているのか、その辺、ご参考までにちょっと伺いたいと思います。 

○坂口総務部長  私から若干ご説明いたしますと、私どもの調達管理グループというと

ころで契約関係を全てみております。ただ、実際に、例えば新聞広告であれば、それは広

報グループという担当部局が、随契なのか相見積をとるのか、あるいは一般の入札をする

のかというのをそれぞれ、これは基準がございますので、どの方法で行うか、その基準に

従って手続を進めております。 

 委員ご指摘のところは、ではそれがどれだけ時間かかっているのかということでありま

すけれども、調達グループの者は３名おりまして、３名の職員がその調達の業務に相当時

間をとって従事しているということだと思っております。他方、それぞれ実際に契約を行
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う担当グループがどれだけとっているか、これはなかなか数字をとることは難しいと思い

ます。すみません。 

○板東理事長  清水委員のような問題意識で、複数年度契約をもっと入れろという指示

をしています。単年度で毎年毎年やっていては、手間がかかるに決まっています。もう一

つの問題は、単年度でやれということになると、手間をかけないでやろうとするのですね、

逆に。そうすると、入札で手間をかけない方法というのは、入札仕様を十分検討しないま

ま、価格競争だけとなり、方法としては一番簡単なのですが、結局、安くて悪いものが出

てくるわけです。 

 結局、しっかりとした調達をするには、やはり相当の専門技術も要るし、それなりに手

間暇かけないと、いいものを安くは調達できないのですね。 

 職員数が少ないなかで、調達に多大な時間を毎年かけていたらもう大変なことになるわ

けですが、他方、今いいましたように、画一的にやればやるほどその質が保証されない。

だから、例えば鉛筆とかなんとかのような品質に差のないものは、価格中心で入札するの

は簡単ですけれども、よりクオリティが要求されるようなものであればそうはいかないの

ですね。ですから、そういったものは要するに複数年にして、そのかわり何年かに１回や

るときはきちんとやれと。価格だけでなくて、徹底的にクオリティのところも詳細な仕様

書をつくってしっかりやるように今指示をしておりまして、少しでもいいものを安くやれ

るように、調達できるようにしたいと思います。 

 ただ、かつての私の経験からいうと、こうした調達をしますと、契約金額ベースでは競

争性の高いものがふえるのですが、件数ベースでは逆に随意契約比率が高まるのです。な

ぜならば、複数年契約でやりますから、全体の分母はずうっと小さくなります。他方、分

子の方では、性格上、どうしても随意契約でやらなければいけないものは残ります。例え

ばさきほどの地銀との提携に関する広告などもそうですが、そうすると、見かけの成績は、

件数ベースでいうと落ちます。他方、金額ベースでみると随契は少なく競争性は高くなる

のです。そこは説明責任ということでご説明することにして、やはりいいものを安く、し

たがって手間暇かけて、そのかわり毎年毎年はやらない。このようなやり方でやっていき

たいと思っています。 

○安念委員  よろしゅうございますけれども、余りよくないけれども、まあ入札を何で

もかんでもやれというのは芸のない話ですね。本当のところをいうと。 

○清水委員  業務経費というか、そちらのほうをぎりぎり絞っている一方で、果たして
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どこまで手間暇かけることが必要なのかというところの中身を十分見極めて対応していた

だくということしかないとは思うのですけれども、よくわかりました。 

 あと１つ、ちょっと参考までに伺いたい。私、不勉強でわからないのですが、資料１―

３の３ページの＜参考＞のところですが、労働市場においてＮＥＸＩと人材が競合する産

業の中に各種商品卸売業とあるのですが、これはどんな産業なのか。給与額が倍半分ぐら

い違うので、ちょっと参考までに教えていただきたい。 

○坂口総務部長  すみません。手元の資料、引用した資料も各種商品卸売業としか書い

ておりませんので、改めて調べましてお答えさせていただければと思います。 

○安念委員  商社ってこんなによくないですよね。 

○寺村委員  そんなにないと思いますよ。 

○安念委員  損保よりいいところって、そう探したってあるものではない。 

○坂口総務部長  恐らく商社のことを念頭に置いているのだと思いますが。 

○安念委員  分類でどうやって出したのか。こんなにいいはずないと思いますね。何か

客観的な統計資料がある世界だろうから。それでは、また教えてください。 

○寺村委員  もう一つちょっと。今の参考の表ですけれども、５～９年のところはＮＥ

ＸＩとそんなに、銀行業とか保険業とか変わってないですけれども、勤続年数が長くなる

に従ってどんどん差額が開いていくというのはありますね。ＮＥＸＩのところというのは、

ほかの公務員でも基本的にはもう同じ傾向だということですかね。 

○安念委員  どうでしょう。この世界で長い板東理事長。 

○板東理事長  まさにここにも監事がお書きになっているように、現在の人事給与制度

については、見直すべき点はありますが、国家公務員と比べて能力主義的な、したがって、

同一年令の職員間でもばらつきがありますので、こういう形で平均で出すとちょっとミス

リードな部分もあるかもしれません。 

○安念委員  ほか、いかがですか。では、ご質問何点かいただきましたが、意見として

は特段申し上げることはないと、特段の意見はないということで大臣にご報告いただけま

すでしょうか。ということで手続を進めていただければと存じます。よろしくお願いいた

します。 

 それでは引き続きまして、議題第２、「日本貿易保険役員報酬規則の変更について」に

移らせていただきます。事務局からご説明をお願いいたします。 

○小野貿易保険課長  資料２でございますが、昨年度から２年間、国家公務員の給与が
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臨時特例法によって引き下げられております。これを踏まえてＮＥＸＩにおいても、昨年

度、国家公務員に準じた形で削減が行われて、要は１年目の措置が行われまして、今年度

２年目として引き続き削減の措置を行うということ。２年目の分について再度届け出があ

ったということでございます。 

 本部会への通知という形式になりますけれども、意見をいただくということになってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○安念委員  いつも横田先生がやる仕事だけれども、ことしはいらっしゃらないので、

私が親会議にご報告することになりますので、ご意見があったらどうぞ。 

○清水委員  これはしようがないでしょう。これは来年の３月まででしたか。 

○安念委員  それは形は。しかし、こういうのは余り戻ることは今までの例ではなかっ

たような気がするのですね。 

○清水委員  これは東日本大震災のあの関係ですよね。ですから、あくまでもこれは有

限と理解していたのですが、たしか来年の３月でなかったでしたか。２年間。それ以降も

引き続きこのような引き下げの可能性があるということでしょうか。そのようにこれは読

まなければいけないのか、それとも……。 

○小野貿易保険課長  まずとにかく、政府でどのような措置が行われるかということで

すので、その点については白紙でございます。 

○寺村委員  一応２年間の特例措置。 

○小野貿易保険課長  はい。２年間の特例措置があって、１年目はＮＥＸＩ、措置をし

まして、今回、２年目の措置も国に並んでやりますよというところまで。今後の部分はも

ちろん政府の措置。当然なくなる前提ですけれども、延長ということも論理的にはなくは

ない。ここは白紙でございますので、すみません、そこの部分はわからないということで

ございます。 

○安念委員  では、親委員会には当部会としてはあくまでも２年間の臨時・特例の措置

であると理解していると、このようにご報告しておきましょうか。 

 では、そういたします。 

 それでは、議題 (2)までは終わったことにいたしまして、引き続きまして、議題 (3)の

平成24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、日本貿易保険の方々は、恐縮ですが、ご退

席をお願いいたします。 
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     （ＮＥＸＩ出席者退席） 

 

 

     （ＮＥＸＩ出席者復席） 

 

○安念委員  それでは、ＮＥＸＩの皆さんにお戻りいただきましたので、議論の結果を

簡単に通知いたしますから、しかとお聞きください。 

 １の (1)「商品性の改善」、Ａです。 (2)「サービスの向上」、Ｂ、リスク管理、Ａ、重

点政策分野、Ａ、民間保険会社、Ｂ、それから、２．の「業務運営の効率化」に移りまし

て、「業務運営の効率化」、Ａ、システム、Ｂ、財務内容に移りまして、財務基盤の充実、

＋、「債権管理・回収の強化」、Ｂです。これらを総合いたしまして、まず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」はＡ、「業務運営の効率化」、Ａ、「財

務内容の改善」、Ｂ、「総合評価」で 3.6になりまして、Ａという結果になりました。 

 以上、ご通知をいたします。 

 以上がＮＥＸＩ部会としての平成24年度の業務実績の評価です。ＮＥＸＩからコメント

等ございましたら、どうぞお願いします。 

○板東理事長  身に余るご評価をいただきまして、ありがとうございました。今、業務

効率化も含めてお客様へのサービスの向上・強化を組織を挙げてやっています。目にみえ

る形になるまでもう少しお時間をいただきますけれども、これは全力を挙げてやっていき

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○安念委員  どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局からご連絡がありましたらどうぞ。 

○小野貿易保険課長  本日は、24年度の業務実績評価につきましてご審議いただきまし

て、ありがとうございます。 

 本日ご審議いただきました業務実績評価につきましては、７月25日に開催されます親委

員会でお諮りするということになっております。ですので、この部会はこれでことし終わ

りでございまして、次回の部会は来年５月ということで、具体的日程につきましてはまた

ご相談させていただきたいと思います。 

 以上でございます。本当にありがとうございました。 
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○安念委員  これで本日の議題は全て終了いたしました。 

 以上をもちまして、独立行政法人評価委員会第38回日本貿易保険部会を閉会いたします

が、先ほど申しましたように、文章の表現ぶりについてはもうちょっと勉強しなければい

けませんので、私にお任せをいただいた上、事務局と相談して案文を確定して、もう一回

メールで委員の方にお流しすると。そして、その上で、25日に私が親委員会に行って、正

式にはこれは親委員会が決めるのですね。我々は、親委員会に対して私どもはこう考えま

したという提案をすると、そういうことになるのですかね。 

○小野貿易保険課長  はい。 

○安念委員  ということをしてまいります。きょうは、残念ながら、余りたくさんいら

っしゃいませんでしたけれども、しかし、終始活発にご議論いただいて、本当にありがと

うございました。どうもお疲れさまでした。 

 

                                 ――了―― 
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