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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会（第４０回）  

議事録  

 

日時 平成２６年５月２７日（火） 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）：横田委員、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２５年度の業務実績について  

 （２）平成２６年度の予算計画について  

 

議事内容  

〇小野貿易保険課長  これより、独立行政法人評価委員会第 40 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をご参集い

ただきまして、ありがとうございます。 

 本日の議題は、平成 25 年度の業務実績について、そして、平成 26 年度の年度計画につ

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。 

 経済産業省では、省エネの観点から審議会等でのペーパーレス化を進めておりまして、

当部会におきましても、本日からはペーパーレスにて審議をお願いしたいと思います。 

ただ、今回は初めてということもあり、試行という形にさせていただき、紙媒体も用意

しております。また、後ろには補助員を配置しております。お困りの際にはお声がけいた

だくようお願いいたします。 

お手元に、機器、ｉＰａｄを配付させていただいておりますが、画面左側は配付資料の

一覧、右側は 2013 年度のＮＥＸＩの取り組み実績となっております。 

なお、資料１－３、１－４のアンケート結果につきましては、都合により紙媒体のみと

なっております。 



- 2 - 
 

それでは、議事に入りたいと存じますが、ここからは、議事進行につきまして横田部会

長にお願いしたいと思います。それから、ご帰国になって間もないということでございま

して、ご挨拶も一緒にいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

〇横田部会長  ありがとうございます。議事とは関係ございませんが、１年間不在にし

ておりまして失礼いたしました。向こうで昨年評価の資料を拝見し、みなさまにご迷惑を

おかけしていることをしみじみ感じておりました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 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いたしまして、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。 

〇小野貿易保険課長  きょうは安念先生が、体調をおくずしになりましてご欠席という

ことでございます。よろしくお願いいたします。 

〇横田部会長  それでは、本日の議題１としまして、平成 25 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まして各委員に評価していただき、次回の部会で

部会としての評価をまとめます。 

 それでは、ご説明をお願いいたします。 

〇坂口総務部長  坂口でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料１－１と１－２がございまして、評価をいただくに当たっては資料１－２の業務実

績表に基づいて行っていただくわけでございますが、本日は資料１－１で昨年度の取組実

績についてポイントをご説明させていただきたいと思います。 

 お手元のｉＰａｄの用意ができましたら、１ページをめくっていただいて、さらに目次

をめくっていただきますと、業務運営状況ということで、さらにもう１ページめくってい

ただいて、４ページ目の保険引受実績の状況をご覧ください。 

 2013 年度は 8.1 兆円ということで、前年度比 0.6 兆円の増加でございます。これは輸出

額の伸びに伴いまして短期保険の引受額が増加した一方で、海事保険で大型案件が剥落し

た反動があり、8.1 兆円となりました。 

 ５ページでございます。保険責任残高の状況ということで、実績が増加したことに加え

て、保険責任期間が長い中長期の貸付保険を中心に責任残高が伸びまして、2013 年度末で

13.8 兆円となっております。 

 ６ページでございます。保険料収入でございますが、381 億円ということで、2012 年度

に比べまして 2013 年度は 20 億円の減少でございます。これは先ほど申しましたように、
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大型案件の剥落の反動で 20 億円程度減少しておりますが、それ以外の短期保険や投資保険

等については順調に推移しているということでございます。 

 ７ページ、保険金支払いの状況でございます。2013 年度は 122 億円ということで、2012

年度の 44 億円から大幅に増加しておりますが、その主たる要因はサウジアラビアにおいて

建機の信用事故の支払いが約 90 億円あったことに伴うものでございます。 

 ８ページ、回収金でございます。2013 年度は 314 億円と増加しておりまして、これは 2012

年度の 240 億円と比べますと、キューバとの間で短期債権のバイリスケが合意できまして、

約 30 億円の回収金の増加、あるいはイラクその他の回収が進展いたしまして、314 億円と

なったものでございます。全体でみますと、順調に推移をしております。 

 ９ページ、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組でございま

す。 

 10 ページですが、最初に、お客様の満足度向上に向けた取組ということで、昨年度、全

社横断的に取り組んだことにつきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 １つ目は、お客様のご要望への対応ということで、制度・運用・手続の全面的な見直し

を実施いたしました。 

 ２つ目は、保険料の還元・保険引受キャパシティの拡大に取り組みました。 

 ３つ目は、お客様対応の迅速化ということで、私どもの意思決定の迅速化のために、手

続の簡素化や事務負担の軽減を図りました。 

同時に、組織改編を含めた社内業務の効率化施策を実施いたしました。具体的な中身を

以下でご説明いたします。 

11 ページ、制度・運用・手続改善の取組でございます。右側に表がありますが、2013

年度に 29 項目を実施し、2014 年度上期に３つ、下期に６つ実施する予定としております。 

主な中身としては、左側に書いてありますように、保険引受キャパシティの拡大、お客

様の保険料負担軽減、利便性の向上、お客様の事務負担軽減手続の簡素化などです。 

 具体的な項目が 12～13 ページに書いてありますので、中身は省略いたしますが、昨年度

の取組といたしましては、11 月に、今後の見直し項目という形で予定も含めて公表するこ

とによって、お客様との調整、ご協力を円滑に進めております。この点については、後で

アンケートにもあるかもしれませんが、非常に好評をいただいていると承知しております。 

 14 ページですが、その具体的な内容として、最初は、保険引受キャパシティの拡大とい

うことでございまして、短期保険につきまして総与信枠を、例えばＥＥ／ＥＡ格につきま
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しては 100 億円から 300 億円に拡大しております。 

 また、ＥＦ格の審査基準の緩和ということで、信用リスクをとらないＥＣ格とＥＦ格の

間について裾野を拡大することによって、できる限り信用リスクを引き受けていくという

改正を行っております。 

 15 ページは、お客様の保険料負担軽減ということで、１つ目は、事後のＬ／Ｃフォーフ

ェイティングによる保険料精算の対象拡大。もう１つが、保険金支払い限度額超過希望時

の割り増し料率について、限度額を引き上げたことと、係数の引き下げを行いました。 

 16 ページですが、利便性の向上の中で、特に保険商品の見直しを行いまして、海外投資

保険の商品性を改善いたしました。 

 １つ目としては、事業不能等の認定単位の緩和と書いてございますけれども、簡単に申

し上げれば、今までは会社単位で引き受けておりましたものを、工場などの事業者単位で

も引き受けるという改正を行いました。 

 もう１つは、填補事由の選択範囲の拡大ということでございまして、填補事由を大きく

３つに分けまして、その３つのくくりの中で、３つとも全て付保していただく、あるいは

２つを選択していただく、あるいは１つだけ選択するということを可能にいたしました。 

 １７ページですが、利便性の向上②としまして、填補範囲の選択制ということで、包括

保険に共通して、100％の前払いや円借款、無償援助案件、公海向けの船前危険について、

選択制を導入いたしました。 

 また、定期審査等のおける格下げの不適用ということで、企業総合保険におきまして、

１年間を通して船前信用危険を填補するという取り扱いに変更いたしました。 

 18 ページ、利便性の向上③でございますが、劣後ローン等への質権等の設定や、国カテ

ゴリーの変更に伴う激変緩和、Ｇ格認定要件の緩和などの制度改善にも取り組みました。 

 19 ページからが、事務負担軽減・手続の簡素化でございまして、お客様の要望を定期的

にくみ上げて継続的な改善に取り組む体制も構築しております。 

 具体的な手続の簡素化の例といたしましては、最終条件確認書制度の創設の他、シッパ

ー・バイヤー登録については代表者印等の捺印を不要にいたしました。 

 また、内容変更承認申請書の記入要領をわかりやすく直しました。 

 あるいは、事故・回収に関する制度改正にも取り組んでいるところでございます。 

20 ページですが、個別保証枠の決済通知書提出の義務付けを外して任意化しております

し、海外新フロンティングにつきましては、信用調書取得の無料化をキャンペーンで行っ
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ております。また、手形保険につきましても、手形買い取り時の確認要件を緩和すること

によって手続負担を軽減しております。 

 さらに、利便性向上の取組としては、約款の最新の英訳版を整備するとか、パンフレッ

トの改訂、あるいは、ウェブの申し込みの画面を改定するといった取組もお客様の要望に

応じて行ってまいりました。 

 21 ページですが、業務効率化の取組でございます。私どもは自主点検を各部で行いまし

て、３割の業務量を削減するという取組を行いました。 

右側をみていただきますと、その取組項目数が 82 ございまして、そのうち、昨年度実施

したのが 77 項目でございます。その例をご説明いたしますと、定時退社日の導入などの働

き方の見直し、決裁の判子を原則３個にするといったような決裁手続きの簡素化や権限の

見直し、業務・資料作成の削減・効率化を進めております。 

22 ページですが、さらに、国際会議や出張をできるだけ少なくして、効率的に対応する

ことや、大阪支店の経理業務を本店に集約するなどの事務の見直しを行っております。 

さらに、自主的な取組に加えまして、コンサル会社に委託して、企画機能の集約化・切

り分けやウェブ化推進、アウトソーシング促進など、13 の施策を策定いたしました。この

うち、10 項目は 13 年度中に実施しており、これからウェブ化やシステムの最適化につい

てしっかり取り組んでいくことによって、全体として３割の削減を目指しているところで

す。 

23 ページの業務効率化の取組③ですが、そうした効率的な事務の進め方、あるいは意思

決定を迅速にするために、組織の見直しも行いました。ここに書いてありますように、商

品を開発・管理する部署として、制度・業務室を新設いたしました。 

また、営業全体の戦略をとりまとめる組織として、営業推進室を設置するとともに、営

業推進会議を発足しました。 

その他、種々の組織改編等を行っております。 

以上が昨年度の重点的な取組でございますが、24 ページですけれども、それに加えて、

従来から行っている取組についてもしっかり実施したということで、まずは広報活動でご

ざいます。 

新聞報道は 120 件取り上げていただき、営業用パンフレットを作成しました。 

また、中小企業向けにわかりやすいパンフレット、地銀提携の行員向けのパンフレット

も作成いたしました。 
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25 ページですが、お客様ニーズの把握と情報提供ということで、主要顧客の皆様を役員

レベルで訪問して懇談会を実施したり、貿易保険セミナーを開催したりしました。 

また、日機輸の委員会だけではなく、個別の訪問のときに意見交換を行ったり、実務レ

ベルでの意見交換を行うことによって、制度や手続の改善にもつなげてまいりました。 

さらに、そうした意見交換に必要なデータ、あるいはお客様からの問い合わせに速やか

に答えられるような付保実績データシステムを社内でも構築したところです。 

26 ページをみていただきますと、お客様サービスの向上ということで、お客様目線での

サービスプロジェクトを社員をメンバーにして立ち上げまして、オフィス環境を整えたり、

あるいは社員のビジネスマナーの再点検を行ったりという活動も実施いたしました。 

27 ページ、リスク管理体制の整備・強化①でございます。 

まず、効率的なリスク管理体制の構築ということで、例えば、審査資料は、今までは日

本語だけだったのですが、日本語・英語混合でいいという形で効率化したり、あるいは、

中長期案件の管理をしっかりしていこうということで会議を発足させる、あるいは案件管

理のツールを開発したりしております。 

ポートフォリオベースでのリスク管理強化でございますが、制度改善のところでご説明

いたしましたけれども、格付けの基準の見直しや与信枠拡大の検討に当たりまして、まず、

事故データをしっかり分析いたしました。その分析を継続的に行うためのシステム開発も

進めているところです。それによって、分析精度の向上や定期的な社内での情報共有に取

り組んでおります。 

カントリーリスク分析についても、現地の調査出張をできる限り行い、その成果を出張

報告会ということで社内に展開、あるいはお客様と共有していくという活動を行いました。 

また、カントリーリスクの中で、サブソブリンリスクの引受に向けて検討を開始いたし

ました。 

28 ページ、リスク管理体制の整備・強化②としまして、保険金の的確な査定ということ

で、事例研究などを行うことで担当者の能力向上に努めております。 

また、海外フロンティングについては、まだ幸いにも事故は起こっていないのですが、

事故が起こり得るということで、シンガポール事務所と連携して、事故対応説明会を行っ

ております。 

また、コンプライアンス活動についても引き続き行っておりまして、昨年度は新たに外

部弁護士事務所に通報窓口を社内窓口に加えて設置をすることによって、コンプライアン
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スをしっかり確保していこうという取組も実施いたしました。 

29 ページ、専門的な業務遂行能力の向上と人材育成の取組としまして、専門的な研修に

加えまして、実務研修としてプロジェクトファイナンス研修、トレードファイナンス研修、

リスクマネジメント研修など、社内有識者あるいは外部講師を招いた研修を実施しており

ます。 

また、採用についても、損保会社、システム開発会社、プロファイの経験者、銀行の勤

務者を採用して関連部署に配属しております。 

下にございます新たな取組としては、来年の４月に向けて、新卒者を対象とした採用活

動を行うとか、新入社員の研修を充実する、さらには、女性の活躍を進めていくために、

仕事と家庭の両立支援制度を相当充実いたしました。 

30 ページ、重点戦略分野への取組でございます。中期目標において政策的重要案件比率

の数値目標が３割程度と定められているわけですが、2013 年度は 31 件中 10 件ということ

で、32.3％を達成しております。その具体的な案件の中身ですけれども、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、電力プロジェクトを中心に７件ございます。 

32 ページですが、大型プロジェクトということで、ベトナムのニソン製油所の案件を引

き受けております。 

さらに、33～34 ページが資源エネルギーの安定供給確保のプロジェクトですが、オース

トラリアの Roy Hill 鉄鉱山開発プロジェクト、34 ページは、アルゼンチンのリチウム回

収プロジェクト、アンゴラの石油鉱区開発プロジェクトでございます。 

加えまして、35 ページですが、現地通貨建てのファイナンス支援ということで、南アフ

リカランドを追加し、また、2012 年度に制度改正が行われたローカル・バイヤーズクレジ

ットの具体的な案件として、2013 年度は４件を引き受けております。 

また、航空機分野につきましても、引き続き取組を進めておりまして、ボーイング機の

輸出支援ということで、受再保険金額は630億円、受再保険料は37億円となっております。 

次に、36 ページ以下で、中小企業の海外展開支援についてご説明をしたいと思います。 

最初に、地銀連携でございますが、中小企業輸出代金保険の利用拡大が着実に伸びてお

りまして、2013 年度は引受件数が 669 件、引受金額が 27 億円となっております。 

提携地銀の数も、29 行から 49 行に拡大しております。 

37 ページ、②でございますけれども、そうした提携地銀とのネットワーク会議を２月に

開催をいたしました。また、提携地銀の行員向けの勉強会を累計 42 回実施し、1,054 名に
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参加いただいております。 

提携地銀との顧客セミナーは９回開催いたしまして、742 名のお客様に参加いただいて

おります。 

また、161 社の地銀顧客企業に対してＮＥＸＩ職員が同行訪問を行っております。 

38 ページですが、地銀に加えまして、日本政策金融公庫、中小機構、ＪＥＴＲＯなどの

提携機関による説明会でも、中小企業向けの保険の紹介、普及を行っております。 

また、経済産業省による海外展開一貫支援ファストパス制度にも参加させていただいて

おります。 

信金中金との間では４月に協定を締結しまして、これから信金中金のメンバーでありま

す信用金庫の方々と提携を進めていくこととしております。 

農業分野につきましても、國酒の輸出支援であるとか、あるいはブラジルの穀物集荷企

業向けのファイナンス支援という形で支援を展開しております。 

39 ページの日本地図ですが、まだ白いところはあるものの、先ほど申しましたように、

49 行と提携することによって、日本全国をカバーしております。 

40 ページ、諸外国との経済連携強化でございますが、フランスのコファス（Coface）、

これは民間部門でありますけれども、同社との再保険協定を締結いたしました。 

また、ロシアのＥＣＡでありますＥＸＩＡＲとの間で協力の覚書を５月に締結しており

ます。 

アジアのＥＣＡとは、ＥＣＡ研修であるとかセミナーを開催するとともに、再保険協定

で提携関係を深めております。 

41 ページ、新興国における取組強化でございます。昨年の５月にはＴＩＣＡＤが開催さ

れましたので、私どもも 19 カ国の引受方針の緩和をいたしまして、日本企業の支援を積極

的に行っております。 

また、新興国につきましても、ミャンマー、キューバであるとか、あるいは、ラオス、

ウズベキスタン、トルクメニスタンといった国の支援を強化しております。 

42 ページ、環境安全技術ですが、環境審査につきましては、ＪＢＩＣとの間で環境カテ

ゴリー分類基準の共通化を行いました。また、現在、環境ガイドラインの見直しのための

コンサルテーション会合を開催しているところです。 

さらに、二国間オフセット・クレジット制度（ＪＣＭ）を支援していくために、地球環

境保険特約の対象にＪＣＭ制度を追加しております。 
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43 ページ、海外フロンティングの推進ということで、５月より新フロンティング商品を

タイ、香港、シンガポールで販売しております。昨年度の結果は、引受件数が９件、保険

価額は 9.4 億円でした。 

既存のフロンティングにつきましては、引受件数が 48 件、保険価額は約 71 億円でした。 

新フロンティングの販売促進では、香港、シンガポールでのセミナー開催や顧客訪問を

行っておりますが、これをしっかり続けてまいりたいと考えております。 

44 ページ、業務運営の効率化でございます。 

45 ページですが、業務費の削減ということで、中期目標計画の中で、基準年である 11

年度の水準よりも削減することとなっております。 

昨年度は、海外事務所の営業支援や案件が増えたことで、弁護士費用等の外部委託費が

増加しました。環境実査も増加しております。 

したがいまして、一昨年度よりは 4.5％の増加となったわけですが、基準年からすると

8.1％の減少ということで、しっかり効率的に業務を進めております。 

46 ページ、一般管理費の削減でございます。一般管理費も中期目標期間中に毎年１％削

減することになっておりまして、オフィスの賃料を削減したり、あるいは、震災対応で給

料の削減がなされているということもあって、マイナス 4.1％ということで、何とか達成

ができている状況にございます。 

47 ページ、人員数でございます。私どもの人員は 145 名といういわゆる定員のようなも

のがございまして、その中に収めるよう運営しております。年度末の数字で申しますと 139

名ということで、その水準以下となっております。年度中には 145 名近くで運営しており

ました。 

48 ページですが、入札・契約についても適切に実施するということが求められておりま

す。競争性のない随意契約の比率を金額ベースで申しますと、５％でございまして、限界

的な水準まで減少させるよう努力しております。 

また、１者応札・１者応募となった契約につきましては６件ということで、これについ

てもできる限りそうならないように、公告期間を延ばすなど、いろいろな取組を行ってお

ります。 

契約につきましては、できる限り毎年入札をするのではなくて、契約期間を複数年化す

るということで、例えば信用調書の購入契約などを複数年化することによって、調達関連

業務を削減しております。 
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49 ページ、システムでございます。システムにつきましては、フロンティング新商品の

事故・回収・決算システムの開発が昨年度は大きな割合を占めておりました。そうした中

にあって、保険業務システムの稼働率は 100％を維持しておりますし、保守費用について

も、13 億円ということで目標を下回っております。 

また、セキュリティ対策、あるいは情報セキュリティ研修をしっかり行っております。 

新会計システムの調達の手続も進めているところです。 

50 ページ以下は、財務内容の改善でございます。 

51 ページをみていただきますと、財務基盤の拡充ということで、現預金及び有価証券は

3,052 億円と、大規模な保険金支払いに対する流動性をしっかり確保しております。 

利益につきましては、後でＰＬに基づいてご説明いたしますけれども、当期利益は 154

億円で、利益剰余金は 887 億円に増えております。 

資金運用につきましても、運用収益と流動性の安定性を確保しながら、国債を中心に運

用しております。 

52 ページ、債権管理・回収につきましては、信用リスクの事故債権の回収率は 38.7％。 

非常リスクにつきましては、冒頭申し上げましたけれども、キューバの短期債権のバイ

リスケを締結いたしまして、約 30 億円の回収金がございました。 

さらに、回収につきましては、できる限りサービサーを積極的に活用していく、また、

事故が起こらないようにする未然防止、あるいは損失を最小化するために、懸念国あるい

は懸念債権情報を社内・社外と適切に共有して対応を図っているところです。 

最後は保険料でございますが、これは最初に申し上げた制度改善に伴う保険料率の改定

について対応しておりまして、簡易通知型包括保険、貿易一般保険の料率の変更、さらに

は海外投資保険の料率、ローカル・バイクレへの適用といったような保険料率を適切に設

定し、基準を明確化しております。 

最後に、決算につきまして簡単にご説明いたします。 

55 ページ、今、決算監査中ですが、ＰＬのうち、2013 年度の当期利益は 154 億円でござ

いました。経常損益のうち経常収益につきましては、正味収入保険料が、冒頭申し上げま

したように、大型案件の剥落の関係で海事保険が減収しまして、81 億円でございました。 

運用収益につきましては、昨年度は国庫納付のために債券の売却を行ったのですが、今

年度は売却がなかったものですから、52 億円という運用収益を計上しております。 

また、支払備金につきましては、保険金支払いがあったために今年度は戻し入れになっ
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ておりまして、全体で 142 億円の収益となっております。 

他方、経常費用は、サウジアラビア向けの保険金支払いがございましたので、12 億円と

なり、支払備金の繰り入れがございます。さらには、責任準備金も減少しまして、全体で

73 億円となっております。 

特別損益につきましては、国から設立当時に出資いただいたリスケ債権等の利息収入が

その他特別損益に計上されており、41 億円。貸倒引当金純繰入額は、評価基準の変更がご

ざいませんので、基本的には元本返済額ということで 43 億円を計上し、合計 85 億円です。 

その結果、繰り返しになりますけれども、昨年度は 154 億円の当期利益が発生しており

ます。 

56 ページ、バランスシートを簡単にご説明いたしますと、現預金と有価証券の残高は合

計して 3,052 億円となっております。 

責任準備金は、これも冒頭ございましたけれども、中長期の新規引受が増えてきており

ますので、責任準備金の繰り入れが行われて、残高は 232 億円となっております。 

総資産につきましては、一番下の欄にございますけれども、3,736 億円となっておりま

す。 

57 ページ、最後に参考をご覧いただきますと、組織運営に関するこれまでの取組と今後

についてですが、業務効率化の一層の推進ということで、今後の取組といたしましては、

保険業務のウェブ化をしっかり推進していきたいということと、システムの見直しによる

業務最適化を進めていくということです。 

アウトソーシングにつきましては、４月４日に貿易保険法が改正されましたけれども、

その中で求められております国内損保会社との間での国内フロンティングを着実に進めて

いくことによって、アウトソーシングの拡大に努めていきたいと考えております。 

専門性の高い人材確保につきましては、新卒者や留学帰国者の採用をしっかり行ってい

くこと、あるいは、階層別研修の充実や、新人教育制度の構築を着実に進めていきたいと

考えております。 

以下の資料は、引受案件のご説明ですので、省略をさせていただきます。 

以上でございます。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、板東理事長から何か追加があればお願いします。 

〇板東理事長  基本的な業務の状況については総務部長からご説明しましたので、私か
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らは、マネジメントの面から簡単にご説明いたします。 

 昨年の４月に理事長を拝命したわけですが、その段階で経営課題にどんなものがあるか

ということを考えて、それなりに勉強してまいりました。 

 １つは、後ほど小野課長からお話があるかもしれませんが、お客様アンケートを通じま

しても、若干、残念な傾向として、少し成績が下がってきているということがありました。

そういうことで、やはりお客さんとの信頼関係を再構築したいというのがイの一番であり

ました。 

 ２つ目は、職員のワークライフバランスの問題がありまして、約 10 年前に、私は今ここ

にいる総務部長の席にいたわけですが、大ざっぱに計算しまして、当時と比べて残業時間

が２倍になっておりまして、これではとてもクリエイティブな仕事はできないだろうと思

いました。また、昨年４月の段階では、プロパー職員が、やめる予定のあった人も含めて

11 人、ＮＥＸＩを去っておりました。11 人というのは、プロパーが 110 人ぐらいしかいな

いので、まさに１割です。これは組織にとって極めて重大なことで、もちろん今の環境か

ら考えますと、給与が安いとかいろいろな理由もあったと思いますが、これは深刻な問題

だと考えました。 

 ３つ目は、ＮＥＸＩはどちらかというと間接部門が極めて脆弱だという点です。例えば

職員の教育体制というものは十分に整備されていない。あるいは、内部管理体制、例えば

監査部門が置かれていないであるとか、システムについても熟練した専門家が余りいない

といったような、これだけの金額を扱う金融機関としてはお恥ずかしいことではあるので

すが、間接部門が、民間企業でいえばコーポレート部門ですけれども、十分ではない体制

でありました。 

 そして、その結果として、営業力が十分ではないのではないかとも考えました。どちら

かというと、お客さんから案件を持ってこられてそれを査定するような感じで、もっとプ

ロアクティブに動けないのかというような問題意識がございました。 

 それで、１年目にどうしたかと申しますと、まず、職員の皆さんに私の考えを直接訴え

たいと思いまして、私からは、イントラネットに私専用のコラムもつくっていただきまし

て、職員全体へのメッセージを送ることにしました。それによって、今私の申し上げた問

題意識を職員にお知らせしたわけです。 

 また、お客さんの信頼関係という点では、先ほどご紹介しました、これまでのお客さん

からの要望項目の中で、我々がすぐ対応できるものは全部やろうということで実施いたし
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ました。そして、その前提として、組織内で権限・責任を明確化することによって、権限

移譲を進め、意思決定を迅速化するようにいたしました。 

 あわせて、職員の意識が重要だと思いますので、お客さん目線での設備や案内、応対マ

ナーの改善プロジェクトチームを立ち上げまして、職場環境も含めて、会議室であります

とか、お客さんの接遇でありますとか、そうしたものをできるだけお客さんの目線で改善

していく取組を行いました。 

 それから、先ほど総務部長からご説明しましたが、組織内で自主点検をやりまして、業

務上、無駄なものはないかということで徹底的に洗い出して、直ちにそれを改めるという

ことを実施しました。 

 ワークライフバランスに関していうと、グループ長につきましては、いろいろ議論はあ

るのですが、これは私の権限内でございましたので、一定程度給与を引き上げ、その上で

職員への指導や残業管理をきちんと行わせることとし、残業削減ですとか、一部ご紹介し

ましたが、休暇制度や年休取得を含めまして、大幅に働きやすい環境をつくりました。 

 それから、アウトソーシングを可能な限り進めることとして、先ほどその一例として弁

護士への業務委託の話をご紹介しました。経費の面からみますと、一昨年が基準年に対し

て 12.1％減っていたのが、今回は 8.1％減にとどまっておりますが、これはアウトソーシ

ングを増やした結果でございます。人的なリソースには限界がある以上、一定程度は経費

を増やさないともたないということで、そこはそれなりに覚悟を決めて行ったわけであり

ます。 

 これが１年目に私が経営として考えて行ったことであります。 

 ２年目は、つまり今年度ですが、職員教育にまず力を入れたいと思っております。これ

は営業力であれ何であれ、その大前提なのですが、先ほどちょっとご紹介がありましたよ

うに、階層別専門教育なども含めて、体系的なカリキュラムをつくり上げて、来年度から

本格的実施に移すという形にしたいと思っております。 

 それから、昨年、自主点検を行ったわけですが、業務の効率化という観点からも、今年

度は情報システムにも本格的に手をつけまして、システム開発を前提とした大幅な業務見

直しに着手しております。これは必ずしも私どもだけの業務を合理化するというのではな

くて、例えば今、業務プロセスの中で非常に書類が多いということで、多分、お客さんに

も非常にご迷惑をかけているはずなのですが、これらも含めて、お客さんの利便性も向上

できるような形で対策を打っております。 
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 それから、採用、あるいは育休サポートというのも重要です。今、人材マーケットのほ

うは我々にとって非常に厳しい環境にあり、中途採用に依存していたこれまでの方針を変

更して今年から新卒採用にも手をつけました。そうするとますます教育体制を充実しなけ

ればいけないのですが、人材が基本の金融機関として、採用にますます力を入れていきた

いと考えております。 

 そして、そうした取組を通じて営業力を強化していきたいと思います。先ほどプロアク

ティブと申しましたが、迅速に、あるいはいい案件についてはこちらからどんどん打って

出るような、あるいはお客さんとの関係では柔軟に対応できるような、そういう営業力を

職員一人一人が身につけるようにいろいろな手を打っていきたいと思っております。ただ、

これも結局は専門性と関係がありまして、やはり基本的には職員に能力がないとそれがで

きないわけであります。それから最後に、間接部門の強化は、現在の人的態勢では非常に

困難であり、時間を掛けてやっていかざるを得ないと考えております。昨年末、株式会社

化あるいは特会を廃止するという意思決定が政府レベルではなされておりますので、その

タイミングに向けて、間接部門を強化するための基盤を作っていきたいと思っております。 

 こういったところが、私からみた現在の経営課題、あるいはこれまで実施してきた施策

でございます。 

 以上です。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、事務局から説明をお願いします。 

〇小野貿易保険課長  例年どおり、貿易保険の利用者と民間金融機関に対してアンケー

トを実施いたしました。アンケート結果につきましては、資料１－３及び１－４でござい

ます。時間の関係で説明は省略させていただきますが、一言だけコメントさせていただき

ますと、昨年のアンケートの結果は、今、理事長からもご説明がありましたとおり、余り

芳しくありませんでした。ことしは、これもご説明がありましたように、制度、運用、手

続の全面見直しということを積極的に行ったこともありまして、各項目において、「高く評

価できる」、「ある程度評価できる」というものが大幅にふえております。 

 以上でございます。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これまでの説明に対しまして、皆様、ご質問、ご発言等がございましたらお

願いします。 
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〇寺村委員  質問ではないのですが、今お話を伺っていて、非常にたくさんのことをや

ってこられたなという感じを受けました。従来、非常に忙しく、この 25 年度も忙しかった

のでしょうけれども、なかなか手をつけられなかったような分野を随分埋めてこられたか

なという感じが率直なところです。 

 とりあえず、以上です。 

〇横田部会長  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

〇伴委員  簡単な質問ですけれども、きょうご説明いただきました保険引き受けキャパ

シティの拡大というところで、審査基準の緩和等は、件数の増加というところで定量的に

外から確認できるというデータをいただいたのですが、与信枠の拡大という部分で、13 年、

枠が拡大したことで件数あるいはとれた案件という、何か具体例のようなもので定量的に

成果をお示しいただくということは可能でしょうか。 

〇板東理事長  枠については４月から拡大しましたので、まだその成果は把握できる段

階ではありません。 

〇横田部会長  では、清水委員、どうぞ。 

〇清水委員  今の伴委員のお話で思ったのですが、アンケートの中に、キャパシティを

拡大してほしいというような記述があったような気がしたのですけれども。11 ページのア

ンケート調査の貿易保険利用者のところですが、「引き受けキャパシティの拡大をお願いし

ます」となっていますね。このアンケートのタイミングは去年の４月からことしの 10 月で

すね。ですから、まだキャパシティを拡大したということのタイミングと合っていないと

いうことですよね。わかりました。 

 それから、質問ですが、取り組み実績の中で、民間企業の参入の円滑化という部分は今

回見当たらないのですけれども、資料１－２のほうには入っていたと思うのですが、そこ

のところは我々としてどのように認識をしたらよろしいのでしょうか。私が見落としてい

るでしょうか。 

〇坂口総務部長  昨年度の取組としては、海外フロンティングに取り組むということで、

民間損保の各社と提携して進めております。 

 資料１－１の 43 ページあたりがその項目でございます。 

〇清水委員  ああ、ここですね。失礼しました。わかりました。 

〇横田部会長  ほかにはいかがでしょうか。 
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 私からもいいですか。２つあるのですが、１つは、今年業務について見直し、変革を行

ったということだったのですけれども、それによって費用がかかった部分と費用が削減で

きたものがあると思います。そこで経費などの増減にどのようにそれが反映したのかとい

うことを、もしわかれば教えていただきたいと思います。お金がかからない変革もありま

すし、直接、経費に結びつかないものもたくさんあると思うので、よしあしということと

は別に、もしその辺のデータがあれば、教えていただきたいと思います。 

 それから、ラスパイレス指数が今回どのような数値となったか、もしわかっていれば、

教えていただきたいと思います。参考のために教えていただければと思います。 

〇坂口総務部長  まず、ラスパイレス指数から申し上げますと、24 年度は 126.0 で、地

域・学歴を勘案したものは 106.3 ということで、前年度よりは下がっております。25 年度

については管理職の手当を上げており、今年度発表する数字は若干上昇するのではないか

と考えております。 

 それから、経費の増減につきましては、手元に細かいものはありませんが、効率化する

ためにはやはりアウトソーシングが重要でありまして、弁護士費用などを中心に費用が増

加していると思います。他方、減ったところは、できる限り海外事務所に国際会議へ出て

もらったので、そのための出張旅費は減っていると思っています。そういうところで経費

の増減があったと思います。 

〇板東理事長  経費については、本来なら管理会計を導入して、業務についてのコスト

を一件一件全部洗い出さなければいけないのですが、正直申しまして、そこまでの分析は

行っていません。私自身も、２割とか３割とかの削減目標を定めたときには本当はそうし

たかったのですが、先ほど申し上げましたとおり、間接部門に十分配置する人的資源の余

力が無いため、断念しています。 

 業務見直しについて、別の側面からいうと、経費の他に削減できる余地があるものとし

て、業務に関わる人数や工数があります。重要なのは、余った人や工数をどこに使うかと

いうことで、私の思いからいうと、冒頭にご説明しましたように、人をもっとフロントあ

るいは弱い間接部門に充てたいと考えています。そういう意味で、こんなことをいうと怒

られるかもしれませんが、経費をこれ以上削りたいとはむしろ思っていません。これ以上

経費を削減することは、お客さんサービスには絶対にならないと思います。 

 それから、ラスパイレス指数について補足しますが、先ほどいいましたように、管理職

の手当を上げてマネジメントや部下指導をもっときちんとやらせることにしたのですが、
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あわせて、個々の管理職についてその必要性を点検し、必要性がないと判断したものは廃

止することにしました。その結果、現在当該ポストにいる方の給料が下がるわけですが、

もとより給料の削減には経過措置を設けないといけないので、直ちにリバランスの効果は

出てこないものの、上げる人は上げ、下げる人は下げますから、仕上がりベースでは、数

年ぐらいでみればトントンになると思っております。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

〇寺村委員  今のお話にも関係してきますが、47 ページ、人員数のところですけれども、

現在、139 名となっていて、2011 年度末に比べて６名減っているということですが、2013

年度中にやめた人の数はどのくらいなのでしょうか。 

 それから、それは積極的にやめてもらおうと思ってやめた人なのか、あるいは、本当は

残しておきたいのにやめていってしまった人なのか。その辺の理由などもわかれば、教え

ていただきたいと思います。 

〇板東理事長  ご承知のとおり、やめる方は必ずしも本音をいいませんので、それが正

しいかどうかはわからないのですが、１人の方は、もともとやめたいと思っていたのが、

たまたま今年度にやめただけで、昨年度からその気でいたと聞いています。それから、も

う２人は、司法試験に受かった人を採用したところ、それはその人の生き方なのでしょう

がないのですが、ＮＥＸＩの仕事に類似した業務を専門にする弁護士事務所に再就職され

たということであります。 

〇寺村委員  そうすると、３人ですね。 

〇板東理事長  はい、３人です。弁護士が２人です。 

〇寺村委員  ありがとうございました。 

〇横田部会長  ありがとうございます。 

 ほかにご質問はございますか。清水委員、どうぞ。 

〇清水委員  今さらというところもあって、非常に申しわけない質問ですが、先ほどの

引き受けキャパシティの件もそうですし、理事長のご説明を伺って思ったのですけれども、

ＮＥＸＩさんの業績を評価する上で、その年度にどういうことを取り組まれたかというこ

とと、その取り組んだ成果がどんなふうにあらわれたのかというのは、当然のことながら

タイムラグがあるわけですね。 

したがって、我々の評価の考え方として、取り組み自体を評価するということであれば
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そういう評価の仕方をするし、取り組みはわかったけれども、その成果はどうだったのだ

ろうという、そこに重点を置いた評価をするということであれば、多分、１年ぐらいずつ

ずれていくのではないかなという気がするんです。 

これは独法の評価の仕方そのものについての考え方になってしまうと思うのですが、例

えば、今回も商品の改善というところでかなりの項目で取り組んでおられますよね。例え

ば、この商品を改善したということが、お客様アンケートの中でどのようにこれが反映さ

れてくるかというと、恐らくことしのアンケートの中にはそこは反映されてこない。来年、

これに対してどうだという反応が出てくるのではないかと思うのですけれども、そこはど

んなふうに考えたらいいのかなという、非常にプリミティブな質問で申しわけないのです

が。 

〇小野貿易保険課長  これは評価の基準に関することなので、参考資料の「独立行政法

人日本貿易保険の業務の実績の評価基準」というものがございます。 

ここにいろいろ書いてございますけれども、一言でいうと、質的な評価と量的な評価の

両方ということでございますので、これを単純に当てはめるならば、例えばですけれども、

制度改善をやったというのは質的な評価が既にされると。それから、アウトプットが出て

くる場合には積極的に勘案するということになっていますので、これは量的な評価として

勘案するということではないかと思います。 

ただ、実施の時期につきましても、初めのほうにやったのか、後にやったのかというこ

ともありますので、その辺は個別具体的な項目ごとにやっていくと。例えば、４月にやっ

たものについて量的なものが出てこないのは当たり前なので、その辺はそれはそれとして

勘案する必要があるのではないかと思います。 

〇清水委員  安倍政権になってからいろいろな政策が打ち出されてきていますけれども、

この１年を振り返ってみて、第一の矢、第二の矢ということで、そこはこの貿易保険のと

ころには直接的には余りリンケージはなかったかもしれませんが、さはさりながら、重点

政策にこの１年でもって、当然、目標は１年前に設定されているわけですけれども、その

間、トップセールスを初めとして、政権側のほうでいろいろと動かれて打ち出されてきて

いるという、そのアクティビティとこの重点戦略分野への、ここで打ち出されたＮＥＸＩ

さんとしての施策、その連関において何か特徴的なところがあるのかどうか。 

例えば、資源戦略ですが、原発の再稼働の見通しが全然立たないとなると、それにかわ

った発電燃料などを安定的に安価に確保していかなければならない。では、そういうもの
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に対して資源エネルギー総合保険というものがどのように機能してきたかとか、そういう

リンケージの観点で、特にこの１年、安倍政権の大きな動きとともに、ＮＥＸＩさんの活

動に何か影響があったか。漠然とした話で申しわけないのですが、その辺についてお聞き

できればと思います。 

〇板東理事長  清水委員ご案内のとおり、まだ第三の矢はまとまっておりませんので、

この１年で何か特定のジャンルについてＮＥＸＩとして関与してということではないので

すが、シェールガスやＬＮＧの確保など、さまざまな資源プロジェクトについてかなり大

胆なリスクをとってまいりました。また、日本企業の海外進出も拡大しており、現地生産

を含め、多くの企業がグローバル経営を進めておられるわけですが、ＮＥＸＩとしてもこ

うした動きに対応して投資保険をかなり充実させました。現に今、ミャンマーなどではお

申し込みを多数いただいていて、担当者が多忙を極めておりますけれども、このような日

本企業のニーズに積極的に対応していくことにしています。 

 ただ、先ほどいいましたように、このようなニーズに対応していく上では、この人数で

はちょっと難しいところがございます。また、単に人数だけではなくて、相応の専門知識

を十分に持っているかどうかというと、そういう人材はそうたくさんはいないということ

がございます。その意味では、先ほど清水委員から毎年の評価の話が出ましたが、今打っ

た施策が効果を上げるためには時間が必要なものもあり、その典型的な例が今年度、重点

にしたいと考えている職員教育であろうと思います。 

〇清水委員  私の思いとしましては、ＮＥＸＩさんは年度ごとに計画を立てて、それが

きちっと実行されたかどうかということが活動の基本になっていると思うのです。評価と

いうのもそういう目でみるわけですけれども、その間にいろいろ大きな出来事が出てきま

すよね。 

そうしたときに、計画ではこういうふうに考えているのだけれども、その時その時のそ

ういう大きなインシデント、政策的なこと、あるいは国際社会、政治社会、経済活動の中

で大きなことが起きたときには、それに企業は反応しますから、それに対しての実際のＮ

ＥＸＩさんのオペレーションにおいて、柔軟的な対応をしていただくということが、多分、

今の時代は非常に重要になってくるのではないかなという思いがありましたので、お伺い

しました。 

〇小野貿易保険課長  今の板東理事長からの説明に補足させていただきますと、若干、

控え目なコメントだったのではないかと思います。というのは、安倍政権の成長戦略の中
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に国際展開戦略というものが位置づけられていまして、貿易保険の事業というのは国際展

開戦略の実現そのものということだと思います。ですので、ここの部分で支援をして企業

は稼いでくるというベースの部分をしっかりやるというのは、もう既に位置づけられてい

るし、やっていることだと思います。 

 ２つ目は、特にその中で、海外展開戦略というのが今ありましたように、出て行った企

業もしっかり支援しますというコンセプトもあります。それから、資源の確保というのも

あります。前者については、今回、貿易保険法を改正して、外に出て行った企業も支援す

るということだったのですが、今、ＮＥＸＩのほうから説明がありましたように、グロー

バル・バイクレというのをもう既にそれを先取りした形でやっておりますし、資源の確保

のＬＮＧとかシェールガス、これらについて運用でできることにつきまして既にやってい

るということでございますので、これは計画にどこまで具体的に書いてあるのかというと、

確かに書いていないのですけれども、そこのところはそういう事情を柔軟に受けて実行し

ている部分も多分にあるのではないかと思います。 

 そういう意味では、安倍政権の実現に向けて、今年度何をやったのかというところを聞

かれれば、それなりの説明、そしてかなり頑張った部分もあるのではないかと思います。

そこの部分は、もしどうしてもということであれば、整理をしてやってもいいのかとも思

います。 

〇清水委員  国際展開というのは、３本目の矢ということではなくて、その前から、日

本再興戦略の中の１つという位置づけですから、そこは既に政策的には打ち出されている

と。国際展開というと、新興国との関係強化と、経済連携のネットワークのようなものも

入っていましたね。あとは、対内直接投資でしたか。特に最初の２つについては貿易保険

が非常に密接に関係してくるということで、政策的なリンケージをもってＮＥＸＩさんと

しては柔軟に対応してきたと、こういう理解でよろしいわけですね。わかりました。あり

がとうございます。 

〇横田部会長  ありがとうございます。 

 ほかにご質問はございますか。 

〇伴委員  １点、質問です。今期の見通しも少し入ってきてしまうのですが、きょうの

ご説明で、地域金融機関さんの提携がふえるに従って、実際、案件というのも非常にふえ

ましたと。きょう示された日本地図でまだカバーできていないところがありますというこ

とですが、実績を踏まえて、チャネルの部分がふえると、潜在的なニーズというのはかな
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り掘り起こせるのかなというのが、昨年度の実績としてというところではあるかと思うの

ですが、この部分というのは、ＮＥＸＩさんとしてのサポートもあってというところでは

ありますし、地域金融機関さん側の何か取り組み姿勢みたいなものも変わってきているこ

とはあるのでしょうか。 

あるいは、それを踏まえたときに、さらに今年度以降、そういったチャネルネットワー

クを広げることによって、これは最終的にまた人的なキャパシティの問題に戻ってきてし

まうのですが、より需要を掘り起こし、ニーズを掘り起こしていくということは可能であ

るというご印象をおもちであるかというところを伺えればと思います。 

〇板東理事長  まず、件数からいいますと、中小企業向けの案件数で、先ほどご紹介し

た増加件数のうち、半分が地銀さんのご紹介です。そして、残り半分は、新聞報道とか一

般的な口コミも含めた、ホームページその他いろいろなチャネルでＮＥＸＩを知ってアプ

ローチされてきたお客さんです。 

 銀行さんは、ある意味、自分達の本業ではございませんので、顧客サービスの一つとし

てそれを位置づけられていると思いますが、40 数行の中でも、その力の入れ方は銀行によ

っていろいろでございます。先ほど、半分が地銀さんのご紹介といいましたが、その地銀

さんの紹介も実は 49 行で平均的にばらついているわけではなくて、特定の数行が非常によ

く頑張っていただいたと承知しています。 

この４月から、先ほど総務部長がお話ししましたけれども、地銀の銀行員さんに営業ツ

ールとして使えるような資料をつくらせて、特に提携行の中でも、頭取以下マネジメント

が積極的な銀行さんと話し合いをしまして、集中的に営業活動を行いました。それがこの

成果というわけです。 

ですから、チャンネルを増やすということはそれなりに効果があることだと思っており

ますが、一方で、単に増やすだけではなくて、やはりある種の選択と集中といいますか、

銀行に対しても、特に関心を持っている銀行との提携関係を強くしていかなければなりま

せん。それから、今いいましたように、半分のお客さんが別途いろいろなチャネルで申し

込みされているという現実に照らして、ＨＰなど一般広報にも力を入れていきたいと思い

ます。 

また、ウェブ化というのも実は一つの大きな解決策だと思っております。今どき、中堅・

中小企業でウェブを使いこなさない会社はほとんどございませんでしょうし、対外取引を

行うようなお客さんにおいては特にそうです。少ない職員数で仕事を進めるためには、そ
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ういった取組も切り口になると思っております。 

それから、投資保険のニーズも非常に増えておりますので、こういったものもお客さん

によく説明し、特に銀行サイドではそういう要望も強いものですから、やっていきたいと

思っております。 

今度、法律改正がございまして、国内損保さんが再保険の形で我々と直接お取引ができ

るようになったこともあり、国内損保さんから御自分のお客さんを紹介してもらうことも

可能となります。もっとも、先方は損保ですから、単にお客さんの紹介ではなくて、ご自

分でリスクをとっていただいて、それを我々が再保険するという形が民業補完という意味

でも好ましいと思っています。今、各損保さんには、私どものほうから声をかけさせてい

ただいて、改正法の施行を前提に、どういう提携が可能かをそれぞれご検討いただいてい

る最中でございまして、これから話を詰めていきたいと考えております。 

〇横田部会長  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

〇寺村委員  利便性の向上のところの海外投資保険の商品性改善ということですが、

2013 年度にこういう改善をされて、例えば、事業不能に関しては会社単位から事業所単位

ということで、お客さんサイドからすると非常に使いやすくなったのではないかなという

気はするのですが、実際にこれに適用した案件は何件ぐらいあるのでしょうか。 

〇板東理事長  今、お客さんが具体的案件を持ってきておられまして、私どもの方で検

討しております。この制度改正は４月からスタートしたものなので、今後お互いに議論し

ながら、制度としての相場観を作っていくのかなと思っております。 

なお、商品性の改善といったときには、必ずしもお客さんの利便性だけではなくて、保

険の場合は、明確性といいますか、一体何を保険としてお引き受けするのか、といった様々

な条件を予め明確にしておき、万一事故が起こったときに、すぐにお支払いができるとい

うような点もやはり重要でございます。そうした問題意識に立って、かなり膨大なＱ＆Ａ

を作りまして、お客さんにご理解いただくように努めております。実際、投資保険は余り

事故がない保険だったものですから、本当に事故が起こったときの査定が円滑に行われる

よう予め基準を明確にするなどの対策を講じています。 

〇横田部会長  ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、事務局から、今後の評価の進め方について、ご説明をお願いします。 
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〇小野貿易保険課長  次回の７月２日の会合でとりまとめを予定しております。例年同

様、各委員の皆様から事前に評価コメントを紙の形で提出をしていただくようお願いいた

します。ちょうだいいたしました評価コメントを事務局で整理しまして、それをベースに

次回ご審議いただくという予定でございます。 

 評価コメントを記載するフォーマットを電子ファイルで委員の皆様にあすメールで送ら

せていただきます。大変恐縮ですけれども、整理の都合上、６月 13 日の金曜日までに事務

局まで提出していただくようお願いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。 

〇横田部会長  ありがとうございます。 

 それでは、次に、報告事項にまいりまして、議題２の平成 26 年度の年度計画についてで

ございます。ご説明をお願いします。 

〇坂口総務部長  お手元のｉＰａｄの資料をご準備いただければと思います。 

 資料２－１が年度計画そのもので、資料２－２がポイントでございます。その資料２－

２のポイントのほうでご説明をさせていただきます。 

 まず、「参考」のところをご覧いただきますと、第４期中期計画のポイントということで、

５つ上げられています。 

 １つ目が特殊会社化の必要な準備、２つ目が成長戦略等への対応を行う、３つ目がリス

ク審査・管理体制の強化などの体制整備を行う、４つ目が業務の質の向上、５つ目が業務

運営の効率化ということで計画を立てさせていただいております。 

 その中で、26 年度、今年度の重点項目として、ここに５つ整理をさせていただいており

ます。 

 最初は、４月４日に成立いたしました貿易保険法の改正を踏まえまして、これは日本再

興戦略の中にも位置づけられているわけでございますが、戦争やテロリスクへの対応、あ

るいは海外展開支援といったものの法律の施行を進めていくというのが、今年度計画の最

初のポイントでございます。 

 ２つ目は、お客様サービスの向上ということで、今年度は、事故、回収といったような

点を中心に制度の見直しを進めていく。また、ウェブ化を進めることによって、業務の効

率化、業務の迅速化を進めていく、さらにはシステムの最適化のための基本計画をつくっ

て進めていくという点でございます。 

 ３つ目は、制度・商品の開発を担当する制度・業務室というものを４月１日で設置いた

しました。また、営業推進を担当する営業推進室、営業推進会議を設置いたしまして、今
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年度は、お客様ニーズに対する弾力的かつ迅速な意思決定を進めていくということが３つ

目のポイントでございます。 

 ４つ目は、特殊会社化や貿易再保険特会の廃止・承継のための準備として、内部管理体

制の整備等の必要な措置を進めていくということと、新卒採用、女性職員の積極活用、階

層別研修等の研修体系の整備というものを進めていきたいということです。 

 最後は、成長戦略の中に位置づけられている、パッケージ型インフラ海外展開を支援す

る、あるいはエネルギーの安定確保、さらには中小企業支援、海外フロンティングといっ

たような政策的な重点分野についてしっかり取り組んでいくということです。 

今年度の計画につきましては、この５つの重点ポイントを中心に策定したところです。 

以上です。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、今のご説明について、何かご質問、ご意見、ご発言はございますか。 

〇伴委員  この段階では時期尚早かもしれませんが、先を見据えてのシステムの見直し

であったりとかというところで、業務費の収支計画はお示しいただいてはいるのですけれ

ども、今走っている期で、一過性で経費がふえるような部分で業務費に入っているような

ものは、規模的にはどのくらいのものになるのでしょうか。あるいは、そういったものは

何か業務費の外に予算として組まれていらっしゃるのか。もしそのあたりで予算があれば、

お伺いしたいと思います。 

〇坂口総務部長  業務費の整理の仕方として、中期目標計画の中では、システム開発経

費は外に出すということと、特殊会社化や貿易再保険特会の統合に必要な経費も外に出す

ということと、中期目標に掲げられていない新しい政策課題が出てきたときの経費につい

ては除いていくといったことが決められておりますので、それに基づき年度計画を立てて

除外をしております。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

〇清水委員  資料２－１の中の記述をベースに質問をしてもよろしゅうございますでし

ょうか。今の総務部長からのご説明は資料２－２ですが、その内容的なことは資料２－１

に書かれてあると思うのです。 

 それで、今年度の計画の中で、例えば資料２－１の１ページの海外投資保険ですが、今

年度の計画としては、填補事由の選択範囲の拡大とか、事業拠点等特約の新設等の商品性
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の改善を実施しますという記述があるわけですけれども、これはまさに成長戦略に沿った

形で投資保険の拡充というのがことしも商品性の改善の中でハイライトされてくるかなと

思うのですが、ここでいっている填補事由の選択範囲の拡大とか事業拠点等特約の新設と

いうのは、もう既に何かこういう改善をしていこうという、そういう想定されたものがあ

るのではないかなと思うのですけれども、その辺についてもしご説明をいただけるのであ

れば、お願いをしたいと思います。 

〇板東理事長  先ほどちょっとご質問にもあったのですが、事業拠点の特約というのは、

今までは、ある会社がある国に投資したときに、当該国内の全部の事業が止まらないと、

事業撤退や休停止といった保険事故としての認定を行っていなかったのですが、今は事業

所が複数あるケースが増えていますから、その事業所一カ所一カ所について、こっちは動

いているけれども、こっちは止まっている、その止まったところについて投資保険の事故

として認定できるようにしようではないかというものです。 

 填補事由の選択については、テロ、戦争、内乱の３つが大体伝統的なポリティカルリス

クとして補填事由とされてきましたが、お客さんによっては送金リスクは要らないとか、

そういう事情はございます。それで、「うちは１つでいい」とか「２つでいい」といった選

択可能性について、もちろん選択自体は今までもできたのですが、保険料率は一本だった

ので、それぞれの選択に応じて、料率も多様化させるというのが大きな課題となっていま

した。ただし、それぞれリスクの高いところをお客さんは選好されますから、単純に料率

をリスク単位で基本的に３分の１とするのでは済まないのですけれども、３つから任意の

２つを自由にお選びできるようにはしたということです。 

 それ以外にも、今、投資保険については、いろいろ新しいリスク分野が出てきていまし

て、テロなどもそうなのですけれども、例えば、国との契約の違反リスクをどうするかと

か、さっきシェールガスの例がございましたが、アメリカ合衆国政府が合法的に輸出許可

を取り消したときのリスクをどうするであるとか、そういう新しいタイプのリスクをどの

ように受けるか、ということも大きな課題となっています。 

これについてはもちろんケースバイケースで判断することになりますが、我々の引受方

針自体を時代のニーズに合わせて変えていく必要があると考えています。 

〇小野貿易保険課長  済みません、事務局からですが、今、ＮＥＸＩからご説明のあっ

た昨年度の取り組みとしては、16 ページの部分の話です。 

〇坂口総務部長  制度改善として、制度を整えて周知をして、４月１日、今年度から売
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り始めるという趣旨でここにも掲げております。もちろんこれだけに限らず、さらに追加

的な制度改善についても検討していくこととしておりまして、例えば、貿易保険法改正で

投資保険の部分も改正になりましたので、外－外取引であるとか、あるいは政令の改正で

事業休止期間３カ月というものを短縮するとか、幾つかご要望がございます。そういった

ものについても含めているということでありますが、実際に４月１日から販売し始めるも

のをここには例として掲げているということでございます。 

○清水委員  こちらのほうに既に 2014 年度のものまで入ってしまっているわけですね。

そうすると、こっちにも入ってくるということですね。わかりました。 

 それから、資料２－１の６ページの環境・安全技術の普及というところですが、ＪＣＭ

対応というのが 13 年度のＮＥＸＩの取り組み実績のところには入っていますけれども、逆

にこちらにはその辺の記述がないので、これはどのように理解したらよろしいのかなと。

要するに、地球環境保険の特約の対象に追加して非常危険を 100％保護するということは、

2013 年度にもう既になされているということで、2014 年度では特にそこは取り上げる必要

はないと、こういう理解でよろしいのでしょうか。 

〇坂口総務部長  地球環境保険は、再生可能エネルギーをはじめ、例えば風力発電や地

熱発電などいろいろな案件でご利用いただいておりまして、昨年度、それにＪＣＭを加え

ました。したがいまして、地球環境保険の対象となっている案件について、14 年度におい

ては積極的にお引き受けをしていくということでございまして、清水委員ご指摘のとおり、

この中に溶け込んで一生懸命やっていこうということでございます。 

○清水委員  民間保険会社による参入の円滑化ですけれども、７ページの下にも海外フ

ロンティング契約の締結促進とかサービス提供のあり方の見直しという２項目が入ってい

ますが、私の印象ですけれども、お客様アンケートの民間金融機関のほうをつらつらと眺

めますと、保険会社とか銀行のほうからの声として、もう「参入の円滑化」という段階で

はないのではないかと。むしろ、ＮＥＸＩと民間保険会社や銀行との連携の進化と深化の

両方かなと。そんな声がここから何となく読み取れるような気がするのですけれども、そ

の辺は、民間金融機関との関係について、現時点でＮＥＸＩさんはどのように認識をされ

ておられるのか。参考までにお聞かせいただければと思います。 

〇板東理事長  民間保険会社と一口に言っても、個々の会社の経営方針によってＮＥＸ

Ｉに対する見方や協力可能性は異なってくると思います。民間損保の中には、私どもと類

似の取引、すなわち取引信用保険をやっている会社があります。いずれも外資系ですが、
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コファス、ヘルメス、アトラディウスなどです。それから、プロジェクトのリスクを取る

会社としては、ほかにも、スイス・リーやＡＩＵなど外資系ではいろいろな保険会社があ

ります。こういう保険会社との協力としては、日本企業との関係では彼らが取り切れない

──彼ら自身のリスク管理上、これ以上は取れないというようなリスクについて、これら

の保険会社から再保険を受けるというパターンが多くあります。 

 ただ、こちらのほうは、リーマンショックの頃からと比べますと、国際的な資金、金融

情勢というのはもう大幅に変わっていまして、これら外資系の保険会社のリスクテイク能

力は非常に高くなっております。そういう意味では、取引信用保険としての消費財を中心

とするような取引は、従来、日本企業が海外でやっておられたような取引に対するリスク

テイクについても、これら外資系損保のキャパはほぼ十分に近い状況かなとみております。

ただ、中には、個別事情により幾つかの再保険をやっておりまして、これはまさにニーズ

とのマッチングです。 

 それから、日本の民間損保会社についていえば、それぞれシンガポールや東南アジア諸

国でフロンティング業務だけやっていただいているのですが、これについては、率直に申

し上げて、先ほどいいましたように、コファス、ヘルメスといった既存の世界的な保険機

関がありますので、お客さんのほうでＮＥＸＩのカバレッジを必要とするかどうかについ

ては、個別の状況次第と思っております。 

 それから、今回の法改正を前提とした民間損保との協同については、先ほど申し上げた

とおりですが、委員御指摘のとおり、お互いウィン・ウィンの形ができるのではないかと

いうことを、各損保さんの社長さんに直接お目にかかって提案をお願いしたところです。 

 今後は、民間損保という一本の言葉ではなくて、各社の経営判断を踏まえ、個々に実質

を伴う関係を強化できることを期待しています。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 では、ただいまの年度計画に沿って、ＮＥＸＩさんにおかれては着実に事業を進めてい

ただけるようにお願いします。 

 それでは、本日の議題は全て終了となりましたので、事務局から、今後のスケジュール

についてご説明をお願いします。 

〇小野貿易保険課長  本日は、ご審議いただきまして、ありがとうございました。 

 先ほども申し上げましたとおり、評価フォーマットをご送付いたしますので、ご多忙の
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ところを恐縮でございますけれども、６月 13 日、金曜日ということで、よろしくお願いい

たします。 

 次回の開催日につきましては、７月２日、水曜日、15 時からということで予定しており

ます。よろしくお願いいたします。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、期限の６月 13 日までに評価表をご提出いただけるようにお願いします。 

 以上をもちまして、独立行政法人評価委員会第 40 回日本貿易保険部会を閉会いたします。

本日も活発なご審議をありがとうございました。 

 

──了──  

 

問い合わせ先 

経済産業省貿易経済協力局 貿易保険課 

電話：０３－３５０１－６９７９ 

ＦＡＸ：０３－３５０１－０９２６ 


