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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会（第４１回） 

議事録 

 

日時 平成２６年７月２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）：横田部会長、安念委員、清水委員、寺村委員、伴委員 

 （事務局）：安楽岡貿易保険課長、安倍貿易保険課長補佐、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年度決算について 

 （２）日本貿易保険業務方法書の変更について 

 （３）平成２５年度の業務実績評価について 

 

議事内容 

〇安楽岡貿易保険課長  それでは、安念委員が少しおくれていらっしゃるようですけれ

ども、定刻となりましたので、これより独立行政法人評価委員会第41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、本日は、お忙しいところご参集いただきまして、まこと

にありがとうございます。 

 議事に入ります前に、事務局の貿易保険課で異動がございましたので、ご連絡させてい

ただきます。 

 ６月30日付で小野課長が同じ局内の通商金融・経済協力課長に転任し、後任として、私、

安楽岡が貿易保険課長に着任をいたしております。引き続きのご指導方、よろしくお願い

いたします。 

 では、小野課長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

〇小野前貿易保険課長  ２年間、大変お世話になりました。ありがとうございました。 
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 ＮＥＸＩの体制強化ということでずっと声を上げていただいておりまして、なかなかそ

の部分、実効的な手を打てずに、委員の先生からせっかく意見をいただいたのにお叱りを

受けるような形だったのですけれども、その点につきましては、特殊会社化ということで

一応昨年の12月めどがつきまして、本当はこの後法律改正、ことし準備して来年出すとい

うことでやっていくことで、そこも含めて本当は自分でやりたかったのですけれども、後

任に道を譲るということになりましたので、安楽岡のほうにバトンをタッチしたいと思い

ます。２年間、本当にお世話になりました。 

 それから、同じ局ということで、今度は取りまとめ課ということですので、側面からサ

ポートしてまいりたいと思いますし、貿易保険を含めたインフラシステム輸出というのは

貿易局の施策でございますので、引き続きご支援のほどをよろしくお願いしたいと思いま

す。 

〇安楽岡貿易保険課長  ありがとうございます。 

 また、７月１日付で貿易保険課の筆頭補佐に安倍というものが着任しておりますので、

後でご紹介いたします。 

 本日、ＮＥＸＩからは板東理事長ほかご参加いただいております。よろしくお願いいた

します。 

 さて、議事に入ります。本日の議題は、１番目が「平成25年度決算について」、２番目が

「日本貿易保険業務方法書の変更について」、３番目が「平成25年度の業務実績評価につい

て」でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 また、本日もペーパーレスにて審議をお願いしたいと思います。前回の部会で試行を行

いましたが、念のため、今回も紙媒体もご用意いたしております。また、今回も後ろに補

助員を配置しております。お困りの際はお声をかけていただきますようお願いいたします。 

 お手元にｉｐａｄを配付させていただいておりますが、画面左側に配付資料の一覧、右

側に「日本貿易保険の第13期(2013年度）決算について」という画面になっているかどうか

ご確認を下さい。もし違う画面となっておりましたら、お知らせいただければと思います。 

 なお、委員限りの資料につきましては、紙媒体のみとさせていただいております。 

 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ので、よろしくお願いいたします。 

〇横田部会長  それでは、議事を進めたいと思います。従前同様、本日の会議は非公開

としまして、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
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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 

 まず最初に、本日の議題「平成25年度決算について」に入りたいと思います。 

 委員の皆様にはご存じのとおり、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賜

りたくお願いいたします。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

〇坂口総務部長  それでは、資料１－２の「日本貿易保険の第13期(2013年度）決算につ

いて」をごらんいただければと思います。 

 １枚めくっていただきまして、貸借対照表でございます。これにつきましては、前回の

５月27日の部会においてご説明しましたものと、監査の結果、数字には変更はないという

ことでございますので、概略だけご説明をいたします。 

 13年度末での資産計は3,735億5,700万円となっております。負債計につきましては、371

億2,300万円ということでございまして、純資産計が3,364億3,300万円という結果となって

おります。 

 １枚めくっていただいて、損益計算書でございます。こちらにつきましても、同様に監

査の結果、数字に変更はございません。23年度につきましては、経常損益は69億500万円、

特別損益は85億2,600万円、計、当期損益といたしまして154億3,200万円となっております。 

 簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、引き続き監査結果報告にまいりますので、大岩監事より監査結果のご報告を

お願いいたします。 

〇大岩監事  それでは、私から監事監査の実施状況をご報告いたします。 

 お手元に資料１－３というのがございます。こちらに沿ってご報告を申し上げます。基
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本的には、前年度までと同様の監査状況でございます。資料を逐一読み上げるのも煩雑で

ございますので、要点だけかいつまんでご説明申し上げます。 

 まず、監査の基本的考え方でございますけれども、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、諸規程等を遵守しているか、効率的に機能している

か、こうした観点でチェックを行っております。そして、問題点があれば理事長に対して

コメントを申し上げるということで実施しております。 

 平成25年度の監査計画及び実施状況ですが、監査計画につきましては、業務監査と財務

監査の２つに分けまして、資料に記載したような観点で監査を実施するという計画を年度

当初に立てております。 

 実施状況でございますが、常勤の監事といたしまして、以下の会議に出席しました。具

体的には、原則月２回行っております経営会議や、幹部連絡会、これは毎週月曜と水曜日

に行っております。定例連絡会というのは、グループ長以上を集めて法人全体でやってご

ざいますけれども、これは毎月曜日やっております。それから、コンプライアンス委員会

等に出席いたしまして、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してお

ります。また、決裁書類等の重要書類の回付も受けております。財務監査につきましては、

月次で経理担当の部署から経理状況に関する報告を受けたほか、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。基本的には、会社法適用法人の監査役と同様の

財務監査、業務監査両方を行ったということでございます。その結果、日本貿易保険の財

務基盤については、健全な状況が維持されているということを確認しております。 

 次に、重点事項に関する平成25年度の取り組み状況でございます。１番と２番というこ

とで分けておりますが、１番、随契の適正化を含めた入札・契約の状況でございます。ま

ず、平成22年４月の随意契約等見直し計画というのがございまして、これに基づく進捗状

況ですが、平成25年度に締結した契約の状況は、競争性のない随意契約の占める比率、そ

の下に書いてございますけれども、件数ベースでは12％、金額ベースでは５％という結果

でございました。いずれも比率としては前年度よりも改善しております。件数で申し上げ

ますと、25件中３件ということで12％、金額で申し上げますと、約５億円に対して2,200

万円ということで５％という数値になっております。 

 基本的には、この平成22年４月の計画に基づきまして、真にやむを得ない場合に限って

随契とするという体制が確立されておりまして、平成25年度もその状況が維持されている

ことを確認しております。 
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 契約手続の執行体制及び審査体制の整備ということでございますが、こちらは平成21年

11月17日閣議決定の「独法の契約状況点検・見直し」を踏まえまして、競争性のない随意

契約及び一者応札・応募の状況につきまして、個別にどのような状況であったかというこ

とを確認いたしております。平成26年６月には、これは従来から行っているのですが、契

約監視委員会を開催いたしまして、平成25年度の状況及び個別に改善の方向性について点

検を受けております。同委員会で幾つか提案を受けておりますが、全般としてＮＥＸＩの

今後の改善の方向性が了承されております。 

 この平成25年度の競争性のない随契を含む契約締結一覧については、ホームページ上で

公表することになってございます。 

 次に、(2)給与水準の状況でございます。役員、職員とも、この評価委員会の業績評価が

反映されることになっておりますが、職員につきましては、給与制度を平成25年4月から再

度見直しまして、目標成果、職務能力、２つの評価項目から成る評価制度の運用を開始し

ております。 

 平成25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が、このラスパイレス

指数は平成25年度に比べますと若干上昇しております。地域、学歴による影響を考慮した

場合の同指数も、若干数値は高くなっております。 

 国に比べて給与水準が高くなっている理由ですが、これは昨年度、一昨年度も同様の理

由を述べております。在職地域が圧倒的に東京、大阪に集中しているという状況に加えま

して、大学あるいは院卒者の比率が高いこと、また国際金融等の専門的人材を採用するた

めには、労働市場における当該人材の給与水準を一定程度踏まえた給与水準としなければ

採用できないという状況からこのようになっていると認識しております。 

 「講ずる措置」と書いてございますけれども、独法通則法の規定、あるいは平成17年12

月24日の閣議決定「行政改革の重要方針」を踏まえまして、平成18年度に１度、給与体系

の見直しを実施しております。年功的な給与体系から職務・職責に応じたシステムに変更

する、あるいは専門的な業務遂行能力に応じて処遇を行うという制度を導入したわけでご

ざいます。 

 平成22年12月７日の閣議決定において、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

て取り組みを進める、人件費全体の抑制を図る、ということがいわれております。当法人

におきましては、先ほど申し上げたとおり、評価制度及び給与制度をさらに見直しまして、
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より能力主義・実力主義的な昇格・昇給基準を導入するとともに、組織への貢献及び実際

に担当している職務とその成果を踏まえた給与制度へ移行したわけでございます。新目標

管理制度は平成25年４月から、新給与制度は平成25年７月から実施をしております。 

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

いうことで、平成26年３月31日までの間、役職員の給与削減支給の措置を講じております。

平成24年４月１日から俸給の月額、賞与、役職給につきまして、相当する国家公務員の給

与引き下げ率を適用して、それぞれ引き下げを行っております。 

 平成25年度は、一層の効率化の観点から業務全般の見直しを行いました。業務全般にさ

らに効率化できないのか、業務削減できないのかという観点から全般的な見直しを進めま

した結果、職員の残業が大幅に減少いたしました。それに伴い残業代も大幅に削減されま

したが、この残業代はラスパイレス指数の対象外でございます。片や職員の役職給の拡充

を図っておりまして、この役職給はラスパイレス指数の対象になっております。こうした

要因から、昨年度に比べてラスパイレス指数は上昇しております。ただ、人件費総額は前

年度比0.1％増と、業務量は全般的に増えてございますけれども、ほぼ横ばいということで

大きな変化はないということです。 

 当法人の給与水準は、先ほど来お話ししているとおり、国と比べて一定程度高くなって

おりますけれども、その下の表において今年度も民間の労働市場及び民間金融機関等の水

準と比較をしてみました。職務内容に照らしまして国と比べて一定程度高くなっているこ

とは、合理性があって問題はないと、私どもとしては判断しております。 

 具体的な比較対象はその下にあるとおりでございますけれども、まず①の表は、厚生労

働省の平成25年賃金構造基本統計調査をもとに比較したものです。具体的な業種は、銀行

業、保険業、各種商品卸売業等、資料に例示しております。ごらんいただきますような形

で、ＮＥＸＩは一番右のカラムにある状況になっております。 

 ②で民間金融機関、これは都市銀行、損害保険会社の持ち株会社等との比較でございま

すが、銀行３行及び損保２社との比較をお示ししております。 

 ③で政府系金融機関の平均年間給与額ということで、ＪＢＩＣと日本政策投資銀行の給

与を参考までにお示ししております。 

 当法人の役職員の報酬・給与、退職手当に関する規則及び支給水準は、ホームページ上

で公表しております。 

 情報開示の状況でございますが、平成23年４月にホームページを全面的に刷新いたしま
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した。貿易保険未利用企業や中小企業等潜在的なユーザー専用のページも設けて、情報提

供の充実を図っております。 

 それから、ホームページ「ＮＥＸＩについて」におきまして、組織図、役員及び年次報

告書等々、その下にございますような情報を提供しております。また、情報公開制度も用

意しておりまして、開示請求、情報公開窓口及び開示請求手続について説明し、「法人文書

ファイル管理簿」から対象文書を検索できるような体制も整備しております。 

 ４番、内部統制の状況ですが、平成18年10月から、内部統制取り組みの強化の一環とし

ましてコンプライアンス委員会を設置しております。この部分は昨年度と同様でございま

す。 

 内部統制に関して平成25年度に行った取組としましては、コンプラ違反等の内部通報制

度につきまして、従来は法人内にしか報告窓口を設けておりませんでしたが、新たに外部

弁護士事務所に通報窓口を設置いたしました。より匿名性を確保した上で通報ができる体

制を用意しております。実際に利用例も出てきております。 

 また、システム上の情報の取り扱いに関して、情報セキュリティー研修を実施して、職

員のセキュリティー意識向上を図っております。 

 以上、私から監事監査の状況についてご報告申し上げました。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

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

 どうぞ、お願いします。 

〇寺村委員  ２点ほどあるのですが、まずこの報告書そのものは、これがオリジナルと

いうか本紙になるのですか。何でそんなことを伺ったかというと、さっきラスパイレス指

数のところのご説明で、職員の役職給の拡充を図ったことというご説明があったと思うの

ですが、このプリントは「役割給」になっているので。 

〇大岩監事  済みません、これは「役割給」の読み間違いです。失礼しました。この資

料のとおりでございます。 

〇寺村委員  わかりました。 

 それから、もう一点はこのラスパイレスに関係してくるのですけれども、ここでいわゆ

る残業代が減少したと、残業そのものが大きく減少して。これは理事長がリーダーシップ

をとられて、若手の職員の生活形態といいますか、そういうものを改善しようということ

で取り組まれた成果だと思うのですけど、それはそれで非常にすばらしいことだなという
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ふうに思いますけれども、一方で、残業が減るイコール残業代が減ると、イコール若手の

職員については収入が減るということにつながっていっているのかなと。そうすると、片

方で残業が減って、それはそれでいいのだと思うのですけれども、一方収入も減ってしま

うということで、モチベーションとかモラルというところまではいかないのかもしれませ

んけど、多少やる気というかそういう面では影響が出てこないとも限らないなと。 

 一方、役職についている方の給料というのは増えたのだと思いますが、これは若手の残

業が減った分仕事が増えたという事もあったと思います。然し若手にとっては、このまま

ずっといくと、自分たちの給料というのは余り上がらないのかなというふうに思ってもい

けないし、やはりモチベーションも高めていかなくてはいけないということを考えると、

ラスパイレスも上がってしまっていますから余り極端に一度にはできないのかもしれませ

んけれども、将来、例えば１年後、２年後の給与体系のブループリントみたいなものがあ

って、若手の職員に対しても、いずれちゃんと上がっていくよというようなものが青写真

的に示せれば、若手の人たちにもやる気ももっと出てくるのではないのかなというような

ことを思いましたので、今このコーナーで申し上げるのが適切かどうかわかりませんけれ

ども、今一言申し上げました。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

〇板東理事長  残業代が減るというのは、民間会社でのいわゆる残業規制の結果ではな

いので、良い話しか私に聞こえてこない可能性はあるとはいえ、業務自体の効率化に加え、

つき合い残業が減ったというようなことも考えられます。私の希望としては、若い人には

遅くまで仕事をするより、早く外へ出ていろいろな人とつき合ってほしいと考えておりま

す。もちろん軍資金は要るのですが、いわゆる若手を残業代の支払いという形で処遇する

べきではないと思っております。他方もう一つ、前回もお話ししたと思いますが、もっと

職員、特に若手職員の教育に力を入れていきたいと考えております。その意味でも、若手

の職員、非管理職については業務時間以外の時間を生み出さないといけないと考えていま

す。研修制度の整備ができるのは、年度内にやっとというところで、来年度ぐらいからだ

と思いますが、きちんとした教育体系の下に、そちらにさらに時間を割いて欲しいと考え

ています。 

 なお、役職手当はグループ長になれば、その職責に応じてそれなりに格差を設けるよう

にしています。頑張ってグループ長になれば給与は上がっていくというような形での給与

制度にして、その具体的内容は職員に公表しています。また、これと併せて、毎年度の業
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績評価がどういう分布であって、その結果どうなっているかというようなことも、個人の

成績は出さない形で職員には全部公表しております。もちろん業績評価は、それ自体、や

り方その他についていろいろ問題があることは承知しておりますが、しかるべき業績を上

げ、またしかるべき役職につけば相応の収入があるということも、できるだけ職員にオー

プンにして進めていきたいと思っております。ただ、委員のご指摘の点については、私も

日ごろから気にはなっておりますので、できるだけいろいろな形で気にとめながらやって

いきたいと思っております。 

〇寺村委員  決して残業をまた復活してとか、ふやしてとかという意味ではありません

ので。 

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。 

 どうぞ。 

〇清水委員  今の点にも関連した私なりのコメントと、あと質問が２点あります。 

 今の点に関しましては、寺村委員からご指摘になった点は、私も全く同感なのですけれ

ども、これは監事監査の実施状況ということでの報告でございますので、評価においても、

ある程度反映できるのかなと。 

 それから、残業の件につきましては、理事長のイニシアチブを初めとして、特に若手の

方に対しての育成、あるいはモチベーションを高めるというようなことに力点が置かれて

いるように受けとめております。その点、残業が減るということは、いうなればワーク・

ライフ・バランスの観点からいくと、これまで残業で時間をとられて、ライフのほうが少

しきつかったのが改善されたというような前向きな受けとめ方もできるかと思いますし、

先ほどお話しありましたように、ある程度管理職になってくることによって給料も上がる

という、若手職員に対するインセンティブ効果といいますか、モチベーション効果といい

ますか、そういうようなものも含めた上での総合的な評価があってしかるべきかなという

ふうに私は感じます。 

 それから、ちょっと参考までに教えていただきたいのが２点。１つは、２ページ目の上

の１ポツ目に「契約監視委員会」というふうにございますが、これがどういう構成になっ

ているのかということについてお伺いしたいという点。 

 もう一点は、３ページ目の、ほかの機関との給与額との比較という点なのですが、平均

年齢というのがどういうふうに算出され得るのかということ。それと特に国際協力銀行、
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同じＥＣＡ機関として給与がどのくらい違うものなのかなと。 

 

〇横田部会長  それでは、まず契約監視委員会の構成につきましては――お願いいたし

ます。 

〇大岩監事  契約監視委員会は、私、監事１名と社外の方３名、都合４名で構成されて

おります。社外の方は、学識経験者がお一方と、お二方は民間の会社で経営陣等であられ

た方、こういったメンバーで構成しておりまして、ＮＥＸＩから説明を行い、これに対し

て意見を申し上げるというような形で運営をいたしております。 

〇横田部会長  ありがとうございます。 

 給与水準の状況の中の平均年齢がないと比較ができないということですよね。平均年齢

と平均給与が書かれてないのでわからないということではないかと思うのですけれども。 

〇坂口総務部長  各機関で職員の年齢構成が異なりますし、事務職と総合職の割合も異

なりますので、単純平均の給与額というのはなかなか比較をしにくいものだと思います。 

 そこでラスパイレス指数というものが出てくるのですけれども、例えばＪＢＩＣさんの

平成25年度のラスパイレス指数は、調整前は134.5で、地域、学歴勘案でいうと116.8とい

う形になっております。 

 ＮＥＸＩについては、平均年齢が43.1歳、給与額が795.7万円ということになっておりま

す。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 ついでなのですけど、ＮＥＸＩさんの５～９年の勤続年数のところだけが他の業種に比

べて高いのですけれども、これは転職者が多いからということでよろしいですか。 

〇板東理事長  そうです。 

〇横田部会長  わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにはよろしいでしょうか。――ありがとうございました。 

 それでは、ＮＥＸＩの平成25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しょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 では、ご異議なしということで、事務局に承認の手続を進めていただきたいと思います。 

 では、引き続きまして、議題２「日本貿易保険業務方法書の変更について」に移ります。 

 事務局から説明をお願いいたします。 
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〇安楽岡貿易保険課長  それでは、私からご説明いたします。 

 業務方法書というのは、独法通則法に定められました業務の運営方法について基本的事

項を定めるものでございますけれども、まず資料２－１をごらんいただければと思います。 

 今般、貿易保険法の一部改正案が通常国会で成立したことに伴いまして、業務方法書の

変更を行うものでございます。ＮＥＸＩから申請がございました。独法通則法で、主務大

臣はこの変更を認可するときには、あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならない

とされておりますので、お諮りするものでございます。 

 資料２－２に具体的な変更内容が記載されてございますけれども、変更内容といたしま

しては、３条、４条関係が法定保険種の変更。それから、３章の９条のところでございま

すけれども、国内損保からＮＥＸＩが再保険を受けられるようになったということの業務

の追加の関係。12条の部分が、政府調達に関する条約が改正になったということに伴う変

更でございまして、その他微細な文言の修正を行うというものでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

〇横田部会長  ありがとうございます。 

 それでは、今の件について、何かご質問、ご発言等ございますでしょうか。よろしいで

すか。 

 では、日本貿易保険業務方法書の変更につきましては、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） 

 では、そのように手続を進めていただきたいと思います。 

 では、引き続きまして、議題３「平成25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、恐縮ですけれども

ご退席をお願いします。 

 

     （ＮＥＸＩ出席者退席） 

 

 

 

     （ＮＥＸＩ出席者復席） 
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〇横田部会長  お待たせいたしました。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ます。 

 まず、項目を読み上げて評定を申し上げます。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」につきまして、「商品性の改善」につきましてはＡ、「サービスの向

上」もＡ、「リスク管理の強化及び業務の適性確保の体制整備」はＢ、「重点的政策分野へ

の戦略化・重点化」につきましてはＡ、「民間保険会社による参入の円滑化」はＢ。で、大

項目１はＡとなります。ここにつきましては、今までのＮＥＸＩさんの業務の取り組みに

加え、今までかなりの努力をされていたのに加えて、また今回、「商品性の改善」及び「サ

ービスの向上」につきまして成果がみられるということを評価させていただきました。 

 次に、「業務運営の効率化」につきまして、まず最初の「業務運営の効率化」についてＡ、

「システムの効率的な開発及び円滑な運用」の評価はＢ。で、この大項目につきましては

Ａになりました。ここでも「業務運営の効率化」ということにつきましては、繰り返しに

なってしまうのですけれども、特に今までの業務をまたここでも見直されて、特に残業な

ども減らされて、より一層の生産性の向上ということを進められたということも大きく評

価をさせていただきました。 

 最後、「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」が＋、「債権

管理・回収の強化」につきましてはＡ。で、「財務内容の改善」の項目はＡとなりました。

これで、全体評価としましてはＡの評価になりました。 

 以上が部会としての平成25年度の実績評価ですけれども、再三申し上げておりますが、

評価委員一同、ＮＥＸＩさんの今年度の業務についてこれまで以上の努力をなさり成果を

上げたことについてどういうふうに評価するかということで議論しました。そのため時間

はかかってしまいました。私どもの思いとしてはそういうところにあることをお伝えして

終わりにしたいと思います。 

〇板東理事長  大変ありがとうございました。高く評価していただきましたこと、心か

ら感謝いたします。 

〇横田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局から、今後の連絡事項等ございましたらお願いします。 

〇安楽岡貿易保険課長  本日は、平成25年度の業務実績評価等につきまして大変長時間

ご審議いただきまして、まことにありがとうございました。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日に開催予定の親評価委員会のほうにお諮りいたしま
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す。 

 また、独立行政法人通則法の改正案が先般の国会で成立をいたしまして、来年からは独

立行政法人の評価は主務大臣が行うということになってございます。よって、本ＮＥＸＩ

部会での評価はこれが最後となります。これまでのご審議、まことにありがとうございま

した。 

 また、ＮＥＸＩにつきましては、平成29年度から特殊会社に移行するという方向で調整

をしておりまして、この夏の政府の行革推進本部で正式決定されることとなっております。

特殊会社に移行するまでの間、ＮＥＸＩは独立行政法人の中期目標管理法人となりますけ

れども、現在の中期目標は平成27年度までとなっており、１年間の延長が必要な状況でご

ざいます。中期目標の変更、延長につきましては、評価委員会にお諮りする必要があるこ

とから、ＮＥＸＩ部会を改めて開催させていただきましてご審議をお願いすることになろ

うかと思います。具体的日程につきましては、改めて調整させていただきたいと存じます。

どうぞよろしくお願いします。 

 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、本日の議題は全て終了いたしましたので、以上をもちまして独立行政法人評

価委員会第41回日本貿易保険部会を閉会いたします。 

 委員の皆様におかれましては、活発なご審議をいただいて本当にありがとうございまし

た。終わります。 

 

                                 ――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 


