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第５回中小企業基盤整備機構分科会 議事録 
 
 
日 時：平成１８年２月１５日（水）１５：００～１７：００ 
場 所：経済産業省別館 ３階第４特別会議室（３４６会議室） 
出席者： 

（委 員）伊丹分科会長、井上委員、佐藤委員、杉浦委員 
（機 構）鈴木理事長、村本副理事長、大道理事、半田理事、井上理事 他 
（事務局）小川事業環境部長、山本課長、奈須野企画官、佐合補佐 他 

 
議題 
（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成17年度の主要な取り組みについて 
（２）独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期目標及び中期計画の見直しについて 
（３）行政改革重要方針を踏まえた融資業務等の取扱いについて 
（４）平成１７年度業績の評価方法について 
 
 
 
 
○山本企画課長  これから独立行政法人評価委員会の第５回目の中小企業基盤整備機
構分科会を開催させていただきます。 
 本日は、伊丹分科会長含めて４人のご出席で、定足数半分以上を満たしておりますので、
会議を進めさせていただきます。 
 まず冒頭に、昨年１２月１３日付で前事業環境部長の鈴木が内閣官房の行革推進事務局
の方に異動いたしまして、後任として１月６日付で小川が新部長に就任いたしましたので、
一言、新部長の方からごあいさつさせていただきます。 
 
（小川事業環境部長挨拶） 
（事務局による配布資料確認） 
 
○伊丹分科会長  本日の議事の中心的な内容は、１７年度の機構の主要な取り組みにつ
いて中間報告的なお話をお伺いする。したがって、５月ぐらいに予定されております評価
そのものの最終プロセスの中間的な情報のインプット１時間ぐらいかけてやりたいとい
うふうに思っております。あと、行革との関連で幾つかご審議いただかなければいけない
議題がございまして、それに残りの半分を当てたいというふうに思います。 
 まず、主要議題でございます機構の１７年度の取り組みについてのご説明を中小機構か
らお願いいたします。 
 
（議題１について中小企業基盤整備機構から説明、以下質疑応答） 
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○伊丹分科会長 以上、機構の方から中間報告をいただきました。委員の方々から、どん
な点についてでも結構でございますので、ご質問等いただければと思います。 
○杉浦委員  外部人材についてお聞きしたいんですけれども、外部人材というのはどう
いう方々ですか。 
○井上理事  外部人材は、大きくいいますと専門家集団というのが一つあると思うんで
す。それから、例えば公認会計士の方、弁護士の方、あとスペシャリストですね。我々と
してみるとアウトソース先、これも当然外部人材でございます。したがいまして、スペシ
ャリスト的なところと提携業務のアウトソースの受け皿となるところ、このあたりが大き
くいうと外部人材のコアとなると思っております。 
○杉浦委員  その外部人材を研修するのというのが出てきましたけれども、それは、だ
れがどういう形で研修されるんですか。 
○井上理事  例えば専門家にしても、当然その分野では専門家なんですけれども、機構
のお客さんとの関係でいうと、当然機構の名刺とかなんか出すわけですね。そうすると、
機構の他の分野のことについて専門家の方が知らないと、「何だ」ということになるので、
そういう基礎的な、そういうことです。 
○杉浦委員  わかりました。 
○鈴木理事長  今の杉浦委員のご指摘、外部人材、私どものいろいろなＰＲの中にプロ
集団２，０００名といっているんですが、これは今の外部人材の中で専門家。これも常勤、
非常勤いろいろあるんですが、現在、今おっしゃるように採用、研修、評価、更新はどう
なっているか、透明性がないじゃないかということなので、４月に有識者から成る外部人
材専門家委員会に、今ですと新規事業でやっているプロマネ、サブマネと、経営基盤でや
っている国際化アドバイザー、いろいろ違うんですが、一かたまりごとに、そこの外部人
材専門委員会に共通の指針をつくっていただこうかと思っております。 
○井上委員  業務運営の効率化ということで、平日を１９時まで、土曜日もやるように
したと。これ、土曜日というのはどのぐらい件数が、それによっての増加。相談件数は非
常にふえました？ 
○鈴木理事長  ２つありまして、一般的な何でも相談と共済がありますので、では、何
でも相談の方で。 
○大野理事  何でも相談でございますが、土曜日に開催したのは昨年の12月からでござ
います。現在までのところ、土曜日、１０時から３時までということで５時間、電話を受
けるようにしておりますが、平均的には４～５件の電話がかかってくるという状況でござ
います。 
○辺見経営安定再生部長  通常のときに比べまして、大体３００件から４００件ぐらい
ふえております。大体１カ月１，４００～１，５００件がこれまでの実績でございました
けれども、時間の延長をいたしましたところ、そういう状況になっております。 
 土曜日は、今のところ、大体平均８０件前後のご照会をいただいております。 
○井上委員  次ですけれども、月次の入力、これは軌道に乗ったということなんですけ
れども、結構しりの方を決められると、みんな徹夜でやって、やっと数値が出るというよ
うなケースが企業なんかでも随分あるんですけれども、それじゃ意味がないんだけれども、
その点は、もう正常な形でこの期限内に出るようになったんですか。 
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○東理事  基本的に、隔月の月次のトータルを翌月末までには出します。これは昨年末
で、ことしからは平常化しております。 
 あと、３月末までの数字を、したがって４月末以降プロセスということになるわけです
けれども、基本的にはその間に、例えば連休ということがあります。それから、通常の勤
務形態であれば土日ということもあります。できるだけもちろん自然体で、平常ベースで
進めたいとは思っております。ただ、これは我々としてもまさに万全を期して、是か非で
も６月末というのは万全の体制を組んで、でき上がりも万全を期す形で、質的にもこれは
きちっといきたいという思いも強うございまして、どうしても状況をにらみながら、場合
によっては無理のない範囲で、ある程度は連休等の出勤等も少しは覚悟しながらというこ
とは仕方ないかなと思っております。もちろん、できるだけそこは無理のないように臨み
たいとは思っています。 
○井上委員  わかりました。インキュベーションの方へも、４０何億か投下しておられ
るんですけれども、これについてはどうなんですか。本当にそれだけの価値、それを投下
して価値があるのかなと。もっとそうじゃなくて、ほかのああいったものをうまく利用し
てというような仕組みというのはできないのかなと思うんですけど、これは新設に投下し
たの、それとも改造か何かですか。 
○小柴理事  大学等と連携をしまして、キャンパスの中につくらせていただくとかとい
う形、新設が多いと思います。 
○鈴木理事長  ２つタイプがありまして、一般的な新事業創出型、地方自治体と連携す
るものと、ここ２～３年前から大学連携で、大学の中に、キャンパスにつくっていただく
と２つあるんですが、最近は大学連携を私どもは強化して、地方自治体の方は少し減少ぎ
みです。今のご指摘は、地方自治体とか民間もインキュベーション施設はあるじゃないか
と。我々、直営型は今１４施設オープンしています。現在１３建設中ですので、この２４
というんでしょうか、それは大体世の中全体３００ぐらいありますから、１割強で、これ
からはその３００のインキュベーションをどう我々の直営型と結びつけるかということ
で、３００やっています堀場社長の業界団体があるんですが、そこと連携をとって、私ど
もの直営型のものと――直営型も、多分これから整理の、集約の段階だろうと思うんです
ね、ある時期。そうすると、横の連携がご指摘になろうと思うんです。ただ、私どもやっ
ている施設で、今入居企業が２２５社。これが私どもの専門家派遣とかファンドをやりま
して、ＩＰＯに行く者がだんだんふえてきますので、これはこれなりで一つ成功している
んですが、ただ世の中全体でみれば、既に１０年前につくったり１５年前につくっている
インキュベーション施設がいっぱいあるわけですね。それをどうするのか。 
 それから、私どもの中には、港区のように小学校の跡地を使ったインキュベーションみ
たいのもあるので、今後もしも予算に制約があれば、今ご指摘のように、小学校の廃校の
跡をうまく使うとか、そういうこともこれから考えられる。大学校の産学連携はちょっと
別途なんですが、地方自治体でやる場合には新設に限るのか、あるいは新設はもうやめて
大学の方に集中するのか、この辺は今後検討していきたいと思っております。 
○伊丹分科会長  今の関連で、２２０社っておっしゃった、それは入居率、オキュパン
シーとしてはどれぐらいの率なんですか。 
○小柴理事  １２月時点で９６％強でございます。 
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○佐藤委員  ２つあるんですけど、１つは市場化テスト、これからやられるということ
なんですけれども、これは旭川ですか。 
○鈴木理事長  旭川ということです。地元との調整中ですが、大体旭川ということで。 
○佐藤委員  多分本来であれば、機構もエントリーするということだと思うんですが、
そこは試行だから、そこは機構がエントリーして民間だけにやっていただくという形です
よね、これはトライアルだから。そうすると、幾つかあるんですけど、１つは、そこの職
員はどこかに動かすということなんですね。 
○鈴木理事長  そういうふうに多分なると思います。管理業務等が何名要るか別としま
して。 
○佐藤委員  そうすると、旭川をやるといった場合に、ほかの大学校、つまり比較可能
な大学校があるようなモデルなのかというのは結構大事だと思うんですけど、その旭川と
いうのが、いろんな事情もあると思うんですけれども、機構が運営する方だと例えばどこ
が対応するのか、そういうのはあるのかどうかということですね。 
 それともう一つは、市場化テストと民間委託はやはり違うので、どうも委託と書かれて
いるところがあるので。基本的には何を目指すべきかということを出して、企画内容は基
本的に全部お任せするという。ですから、むしろ運営コストプラス企画内容で審査するわ
けですけれども、余り細かくスペックを決めてしまうと委託になるわけですよ。ですから、
これはいろんなアイデアを出してもらうという仕組みなわけですね。だから、そこをアイ
デアが出せないようながんじ絡めにしちゃうと委託になってしまうので、やはり市場化テ
ストの考え方に即した形でやっていただくのがすごく大事だなと。その辺、考えられてい
るんだと思いますけれども。 
 もう一つは、比較ということでいうと、こちらの運営コストをきちっと切り出して出す
ようにしないと、比較になりませんのでね。そういう意味でも、どこと比較するのかとい
うようなことを少し、どのようになっているのかわかる範囲で。 
○鈴木理事長  今まだ中小企業庁と調整中で、かつ市場化テストをやっています総務省
との調整もして、私どもは夏前に、今先生おっしゃるようなきちんとしたものを出したい
と思っているんですが、今私どもが考えておりますのは、今９つ大学校ございます。大学
校の歴史からいきますと、東京と関西は今から４０年ぐらい前、いわゆる支援機関の支援、
指導員をやるとか何かで、あるいは高度先進的な形でできて、それが３０年前に、東京、
関西のほかにブロックでやろうと。ですから、少なくとも東京、関西とほかの７校は違う
かなと。 
 で、７校のうちなぜ旭川を選んだかというと、２０年たっていまして、一番新しい人吉
校はまだ１０年なんですね。そうすると、地元との関係で２０年、１０年というのがあり
ますが、ちょうど２０年たっておりますし、地元との関係等も一つ熟してきている。そう
いうことなので、逆に旭川でやれば、他の６つの地方と、全体的には共通なんですが、６
校にもちょっと特徴がありますが、その６校に対しては一つのモデルになり得るかなと。
東京、関西はちょっと違うかなと。 
 それから、先生ご指摘のように、今我々が直接参加しないのか、ここはちょっとまだ議
論していまして、つまり、我々はこのぐらいの、今先生おっしゃるコストでやったと。こ
れ以内でどっか民間できるのかといわれれば、公的機関になければ我々がやらなくちゃい
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かんということもあり得るんですが、そこの方式も、この市場化テスト法が大体成案をみ
ましたので、その辺のところを総務省と調整しながら、できれば４月か５月、第三者委員
会をつくって、今佐藤委員がご指摘のようなところもクリアして、秋に。ですから、夏前
に企画書を出して、民間から競争させていただいてどっかにやると。そうなったら、今大
体１３～１４名職員がいますが、これはかなり引き揚げて、北海道支部の中で今度人材育
成とか何かやるとかいう形にできるのかなと。ただ、一挙にはいきませんから、多分、今
１３～１４名いる職員がどういう形になるのかも含めて、これが一つの我々の実験事業か
なと、こう思っております。 
○佐藤委員  そうすると、まだ丸ごと全部出すかどうか、あるいはどこかのプログラム
だけかどうかというのは、例えば半年研修みたいのもあるとすると、それは全部出すとか、
それはまだわからないわけですね。 
○鈴木理事長  できるだけ市場化テスト法の精神でやりたいんですが、市場化テスト法
そのものがちょっとわかりにくいのと、経産省では我々が一番最初に走っているので、経
産省の中の意見も聞きながらやっていきたいと思っています。 
○佐藤委員  やはりどこかほかの、今まで旭川でやっていた同じものを安くやれという
のだと困るんですね。それだけの価格でみて出すというのは。それは外注ですからね。で
すから、やはり企画のところも含めて、もちろん中小企業大学校の目的があるわけですか
ら、その精神を生かした企画じゃないと困りますけれども、そこまで提案していただいて
やるというのが市場化テストの考え方ですので、コストプラス質の部分をうまくみていく
ようなやり方でやっていただくといいなと。そうしないと意味がない。従来の民間委託と
一緒です、というのがお願いです。 
 もう一つ、細かな点なんですけど、利用者のニーズ等をくみ上げて次にフォローしてい
くという形で、すごくいいと思うんです。全体として満足度が高くても、コースごとにか
なり違うので、それを組み込んで次に改革していくって、いいと思うんですけれども、多
少気になったのは、専門家派遣も研修もいずれも回答率は落ちているんですよね。つまり
答えてない人がふえていて、答えてない人が何かなんですよね。つまり、答えている人の
中で満足度はかなり多いんだけど、１割ちょっと無回答ですよね。これは答えた人と同じ
ように分布しているんならいいんだけど、これがみんな不満だと、極端なことをいうと。
無回答の人って何だろうというのがちょっと。専門家派遣もそうなんですよね。専門家派
遣も無回答率が高くなっているんですよね。考えると、不満な人がふえているといえなく
もない。不満だから答えなかった。ちょっとその辺は何かありますか。派遣企業の回答企
業数が落ちている。次の講習の方も無回答が上がっているんですよね。 
○小柴理事  専門家派遣のところは１１月で切りましたので、恐らくまた年度末でしっ
かりやりますと、少し時差が出てくるんです、終わったときと回収のときで。その辺が大
きな理由じゃないかなというふうに今思っているんですけれども、３月末の回収段階のと
きにはもっと上がるんじゃないかと思っています。 
○佐藤委員  大学校の方も同じですか、１２月だから？これは１２月までに受講した人
の回答率ということですか。 
○大野理事  これはコースによって、いわゆる最終日ぎりぎりで延びてしまったりなん
かして、早く企業の方へ帰らなきゃいかんとかなんとかいうことで、若干不満があるから
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出さないということじゃなくて、終わったらすぐ会社の方に帰るというようなこと、そう
いうことで。 
○佐藤委員  ２，０００人ぐらいいるわけですよ。結構大きい数なので。僕、やっぱり
その辺ももしかしたら、やはり答えてくれないお客様って何かということは、考えておく
必要があるかなということだけです。 
○伊丹分科会長  これは、受講したその日に出すんですか。 
○大野理事  これで出してあるのはその数字でございます。 
○井上委員  不良債権の問題ですけど、一部の組合員が組合に返済を怠ったために、そ
れが不良債権化というのは、これはおかしいんですよね。組合の場合には、必ず組合員が
全体でそれを返済していくという仕組みになっているのでね。保証はされているのに、何
で不良債権なのかと。その考え方はおかしいんじゃないかなというふうに思います。 
 それから、「都道府県による回収不能等の判断が前提となるため」というのは、これは
どういうことなのかなと。ちょっとその辺、もう少し説明を。 
○藤田業務統括役  一部組合員が返済を怠った場合でも、今まですべてを不良債権に分
類していたと。これは、おっしゃるとおりおかしいんだと思います。ただ、今は限度額の
保証にしていますから。昔から全体の保証をしていたんですよね。ただ、一部返せないか
ら、一部その人の分が返ってこないので、トータルとして不良債権に計上していたという
のは事実で、実際上は、それはおかしいというご指摘はもっともだと思います。 
 もう一つは、都道府県の債権管理についてはやや不熱心であったというか、という部分
がございます。金融機関と比較して都道府県の債権回収業務、これは人数が相当制限され
まして、この関係者がリストラで随分減ってしまったんですね。そこで、今後私ども、ア
ドバイザーを派遣するとか都道府県と一緒に研究会をつくるとか、外部機関、サービサー
への委託をするとか、いろんな方法で回収率は高めるようにしたいというふうに思ってお
ります。 
○大道理事  ちょっと補足していいですか。１つ目のご質問なんですけれども、例えば
１０人に１，０００万ずつ貸して１億円というときに、１人が払えなくなったときに、残
りの９人の方にその分も含めて返していただければ何も問題はないんですけれども、それ
はなかなか実際問題として難しいときに、条件変更をすることがあります。つまり９人で
１０人分払うわけですから、いってみれば返済時期を少し延ばすとか、そういう形で毎年
毎年の資金繰りに支障が出ないようにするというふうな配慮を実際問題としてするケー
スが結構あるわけですが、そうすると条件変更になるわけですね。それを例えばことし１
回やって、来年また同じことが、状態が変わらないので、つまり１人の人が払わない状態
は変わらないので、また来年も条件変更を繰り返すという格好にすると、それを３回とか
やると、いわゆる民間的な考え方でいうと、条件変更を何回かすると不良債権に分類する
ことになるというのが従来のやり方だったと思います。 
 そこのところをもう少し合理的にできないかということを今考えていまして、実態に合
ったやり方を少し、要するに普通の金融庁の金融検査マニュアルをそのまま当てはめてし
まうと、実態に合わない部分がどうしても出てきちゃうので、そこはもう少し工夫ができ
ないかということは今考えているところです。 
○大道理事  実態としてはそんなに不良債権じゃないはずなんですけれども、そういう
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ふうに形式的にやってしまうと、やっぱり不良債権に該当してしまうということになって
しまう。 
○鈴木理事長  今の点は、昨年、一昨年から会計検査院から指摘されて、従前のいわゆ
る民間銀行並みの形で不良債権比率を算定され、かつ都道府県が本来責任をもつものまで
我々が責任をもつようになっていたので、逆に昨年から、今いいましたように我々の不良
債権比率の定義を、今、井上委員がいうように世の中の常識に合うようにする。あるいは
都道府県に回収責任があるのを都道府県に任せないで、我々がサポートをしながら、ある
いは県によっては非常にいい例があるので、その例をほかの例にやる。そういう形でやら
ないと、県の責任だからというだけではエクスキューズできない。 
 そういう意味で我々機構として、不良債権問題が非常にセンシティブになっていますの
で、単にそういうことではありませんというのがぱっと新聞に出て、３割の不良債権比率
だけが、数字がひとり歩きしているものですから、今大道理事がいったようなことも含め、
今我々勉強し、もう一度世の中に、私どもの高度化貸付のもつ意味、不良債権とは何か、
その辺も議論していきたいと思っております。 
○伊丹分科会長  ほかにご質問、あるいは最終的な５月に聞かせていただく報告の際に
は、ぜひこういう資料を出してほしいというようなご要望もございましたら、きょうのこ
の席でおっしゃっていただく、ないしは後でご連絡いただくとよろしいんですけど、何か
ご要望等ございませんでしょうか。 
○杉浦委員  産業用地の件でございますけれども、昨年度が１００ヘクタール、今年度
は１３０ヘクタールが大体１５０ヘクタールになるだろうということなんですが、機構が
できる前はどのぐらいだったのか。機構ができて、それが機構ができる前でも同じぐらい
であれば、特に努力したということはないわけですが、それはどのぐらいであったか。 
 もう一つ、７０ある工業団地のうち１０近く完売になって６０になるということなんで
すが、分譲を始めてから完売になるまで何年ぐらいかかっておられるか。 
○相澤理事  まず実績の方は、平成１０年以降は景気の問題もありまして、大体３０～
４０ヘクタールぐらいの販売実績にとどまっておりまして、それが機構発足の初年度に９
８ヘクタールにぴょんとはね上がったという状態であります。 
 それから、販売に要する期間は、非常に長い期間かかっているものもありますし、私の
記憶では、最短で完売に至ったもので１年９カ月ぐらいがたしか今までのレコードだった
と思いますが、なかなかこういう例は少ないというふうに聞いております。 
○伊丹分科会長  ほかにもまだ質疑があるかもしれませんが、ほかの議題もきょうござ
いますので、次の議題に移りたいと思います。 
 中期目標及び中期計画の見直しでございます。事務局からのご説明を。 
 
（議題２について事務局より説明、以下質疑応答） 
 
○伊丹分科会長  これは閣議決定したものをそのとおり忠実にやり直すということ以
外ございませんので、よろしゅうございますね。 
○佐藤委員会  でも、これは基本的には人件費総額ですよね。だから、１人当たり下が
ることは一応別なんですね、考え方はね。 
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○伊丹分科会長  でも、そうなっちゃうんだよね。 
○井上委員  実質的にはそうなっちゃうんですよ。 
○大道理事  念のためにご参考までにいうと、中小機構はもともと旧地域公団が一緒に
なっていまして、１０年間で業務を終えることになっていますので、その分、だんだん人
が減っていく前提であります。それは直ちに個々の職員にはね返るということでもちろん
ないと思います。ただし、別途、人件費を抑制しろという議論はありますので、それはそ
れでもちろんやりますけれども、もともと人の数が減せという前提で中期計画はできてお
ります。 
○井上委員  １０年たったら、これはなくなるんですか。 
○鈴木理事長  今整理しますと、私が冒頭いいましたように、法律の業務で昨年は新連
携、ことしは中心市街地とかものづくり、増えますね。しかしながら、中期計画で５年間
に１０％減と。５％以上の減を我々いっていますので、これを、増える業務がありますが、
先ほどのアウトソーシングとか外部人材を活用し、あるいは今の限定業務である産業用地
とか何かをやれば、苦しいけれども何とかネット減１０％はやります。そうすると、この
５％減というのは、我々の方はもっと厳しい形。ただ、そのネット１０％減も、物すごく
我々努力しないと、産業用地１０年間でといっていますが、簡単におさまらない。ただ、
我々の中期計画は、そういう５年間でネット減１０％を前提にしているのでというのが今
の大道理事の話。ただし、それの中に法律で業務が追加されますから、やりくりは物すご
く苦しいと。 
○佐藤委員  多分総額人件費の方はそれでやれるんだと思うんですけれど、やっていた
だきたいのは、やはり等級ごとのレンジで頭打ちがないんでしょう。だから、どんどんそ
こでの給料が上がるようになっちゃっているんだよね。もうちょっと頭打ちをつくらない
とだめで、３級と２級で――だから、３級のままでいても、どんどん上がっていっちゃう
んですよね。この辺、やはり見直してもらわないと。 
○鈴木理事長  それは別途、私どもラスパイレス指数が１３０を超えて、独立行政法人
の中でも非常に高いといわれていますので、昨年来、通常の独立行政法人以上に役員、職
員にも協力してもらって、このラスパイレス指数の引き下げ。これはまたこれで総人件費
の削減のほかに、私どものもつラスパイレス指数が高いという、ここは十分私ども認識し
て、今、佐藤委員がおっしゃるような給与構造そのものについても、今職員の協力を得て、
かなりやりつつあります。 
○伊丹分科会長  ぜひ閣議決定の基本的なスタンスですので、ぜひお願いをいたします。
それでは、次の議題でございます。では、事務局お願いいたします。 
 
（議題３について事務局より説明） 
 
○伊丹分科会長  ご質問等ございましたら。 
 なければ、次の最後の議題でございますが、今年度の業績評価方法について、事務局の
方からお願いいたします。 
 
（議題４について事務局より説明、以下質疑応答） 
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○伊丹分科会長  自己評価を昨年やっていただいた、それの継続の有無も含めまして、
今年度の評価のあり方についてのご意見が現段階でございましたら、ぜひお伺いしておき
たいと思います。 
 自己評価については、もう１年やっていただいたらよろしいんじゃないでしょうかね。 
○佐藤委員  僕は、やっぱりやっていただくといいかなと。機構がやられたものとかな
り評価の違いがあって、どっちがいいか悪いか、そこを議論するって結構大事かなと。我々
よりかすごくきつくやっているところもあったりして、逆もあって、そこを議論するのは
すごく大事かなというふうに思っています。お互いコミュニケーションをとるための手段
だというふうに思ってやっていただくのってどうでしょうか。 
○杉浦委員  同じ意見でございます。 
○伊丹分科会長  そうでございますね。 
 自己評価については、私ももう１回ぐらいは少なくともやってみて、それで、どうして
も、確かにこれ、機構の側に負担がかかりますので申しわけない気はしますが、もう１回
ぐらいはやってみて、その後で、さらに継続するかどうか、さらに改変するかどうかの議
論をすればいいことだろうというふうに思います。 
 ほかに何か、今年度の評価のやり方についてのご希望が現段階でございましたら、ご発
言いただければ結構でございますが。 
 あるいはなければ、また事務局の方にご要望としてお寄せいただくということで処理さ
せていただいても構いません。よろしゅうございましょうか。 
     （「異議なし」の声あり） 
○伊丹分科会長  それでは、以上ですべての議題は終わりましたので、きょうの議論は
これぐらいにしたいと思います。 
 次の委員会は、恐らく業績評価をやっていただく委員会になると思いますが、なるべく
時間的余裕がきっちりあるようなやり方で、特に決算の数字がおくれるということがない
ように早目に出していただきたいと思います。 
 それでは、今日の分科会の審議、これをもちまして終了させていただきます。長時間に
わたりありがとうございました。 
 
                               ――了―― 


