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第６回 独立行政法人中小企業基盤整備機構分科会 

 

日時  平成１８年５月２３日（火） １５：００～１７：００ 

場所  経済産業省別館３Ｆ 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、岡崎委員、佐藤委員 

    （経産省）小川事業環境部長、山本企画課長、最上企画官、川上企画課長補佐 ほか 

 （中小機構）鈴木理事長、村本副理事長、大道理事、半田理事、井上理事 ほか 

議題 

（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成１７年度業務実績評価の方法 

について 

（２）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成１７年度業務実績について 

（３）独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務方法書の改正について 

（４）独立行政法人中小企業基盤整備機構の役員報酬規程の改正について 

 

 

（山本企画課長）  それでは、定刻となりましたので、これから第６回「独立行政法人中小企業

基盤整備機構分科会」を開催させていただきます。 

  本日は、２名の委員が御都合により御欠席でございます。 

 

（事務局より配布資料の確認） 

 

○伊丹分科会長  それでは、第６回「独立行政法人中小企業基盤整備機構分科会」を開催

いたします。 まず、本日の議題は４つございますが、一番中心的なものは（１）の評価の方法で

ございまして、どんな形で今年の評価を行うかという議論を委員の皆さんにしていただくというの

が一番最大の議題でございます。 

  それでは、その評価の方法について、事務局より案の御説明をいただきます。 

 

（事務局より議題１について説明、以下質疑応答） 

 

○伊丹分科会長  ありがとうございました。以上のような事務局の案で、最後の総合評価のと

ころだけが２案出ておりますが、どうぞ御議論いただいて、それから自己評価を実施するかどうか

も含めまして、３点総合評価に至るまでのところはこれでよろしいか。それから総合評価のところ

はどうするか。それから自己評価をどうするか。その３点について御議論いただきたいと思いま

す。 

○佐藤委員   ２ページの評価の基準、５段階の説明は去年よりもよくなると思うんですけれども、
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教えていただきたいのは、一番細分類のところで付けるときは、これでできるんですけれども、例

えばどこかがＡで、どこかがＣ、そうすると質・量いずれかだめとかですね。するとまとめたときに、

ＡとかＤはあり得ないのかどうか。総合にするときです。  つまりＡ、Ｂというのは全部優れている

という解釈ですね。総合にするときに、一個でもＣとかＤがあったら積み上げたときはＡ、Ｂはない

ということなのか、これを素直に読んでしまうと、そうなんですが、そうではないんだろうと思うんで

す。つまり総合するときにどうするのかということなんです。それを我々はどう付ければいいんだろ

うかと。一番下のところは付けられると思うんです。部門ごとに付けるときはどう考えて付けたらよ

ろしいのかということなんです。 

○山本企画課長  多分御質問の意味が２つあって、１つは個別にはＡとかＢとか付けていって、

それを総合評価するときのウェートづけの問題、それは昨年もそうだったんですけれども、なかな

かこれが 10 点で、ここが５点とか、そういう配点をあらかじめ決めておくということは難しいと思い

ますので、そこが総合評価だというと聞こえがよくて、実際に評価していただく先生方にはよくわ

からないということがあろうかと思いますけれども、そこのどこに重きを置いて、ＡとＢが混ざってい

るけれども、全体としてＡとするというところの判断も含めて、先生方の評価に委ねたいということ

でございます。 

  ２番目に、ＣとＤについては、何か業務運営に当たって問題となる事象が発生するという事項

があったら、１個でもＣが付くと、全体にＣということになるのかということがあり得ますが、多分こ

れも私の考えによると、当該いろんな事業部門、いろんな仕事がありますので、個々の事業ごと

について見れば、何か問題が起こって、そこはＣになると。 

  しかし、その問題が独法全体の業務運営ということから見ると、さしてＣだというほどの大きい

問題ではないということはあり得るのではないかと思いますので、そうすると、Ｃになったゆえんの

問題となる事象というのがどれぐらい大きいことかということによって、全体にどれぐらい響くかと

いうことにもなろうかと思います。 

○佐藤委員  私が１つ心配しているのは、この評価基準は外に出るんですね。このＡ、ＡＡはど

ういうものだと、出ないんですか。これを素直に読むと、総合評価についてもすべて質・量上回っ

ていなければだめと読まれてしまうのではないかなと。私は総合評価だと思うんですが。 

○伊丹分科会長  私もそう思いますね。特に指示がございませんから、分科会の判断で行うこ

とにしたいと思います。 

  ほかに御意見は、特に総合評価に入る前のところで項目別の評価は、これでよろしゅうござい

ましょうか。 

  それでは、評価基準の案は、御承認いただいたものとして、総括的・横断的な評価軸の案に

ついては、一応、事務局の方では２案用意していただきましたが、それのどちらを取るかというこ

とについて、御自由に御議論いただければと思います。いかがでしょうか。 

○佐藤委員  付ける側からすれば、２の方で細かく分けていただいた方が付けやすいと思いま

すけれども、変えない方がいいというのも、それも一つの考え方であるとは思います。 

○伊丹分科会長  独法化、融合化のここだけを取って、したがって、下のトップマネージメントと
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かブランドとかというのをなくすという案もあったものですから、そこまで変化させることはないだろ

うと言ったんですが、これはある意味でより詳しくしたという変更になろうかと思いますので、この

案の２でいかがでしょうか。 

○伊丹分科会長  それは、それでいいと思います。 

  それでは、案の２で、評価シートの最後の総括的・横断的な部分はつくっていただくということ

にいたしたいと思います。 

  最後に自己評価の問題でございますが、これは前回の分科会でも議論いたしましたが、やは

りやっていただくと。昨年のプロセスに特に大きな問題点はなかったし、議論の材料にもなったと

いうことで、今年もそれは継続するということでよろしゅうございましょうか。 

（「はい」と声あり） 

○伊丹分科会長  それでは、そうさせていただきます。 

  以上、評価シートの方は決まりました。それでは業務実績のご報告をお願いします。 

 

（中小企業基盤整備機構から説明） 

 

○伊丹分科会長  ありがとうございました。それでは、皆さんの方から、今の御報告に関しまし

て、御質問をいただきたいと思います。どなたからでも結構でございます。 

  どうぞ。 

○岡崎委員  新連携の関係でちょっとお聞きしたいんですけれども、たしか認定案件について

は５年間フォローするという話だったと思うんですけれども、昨年度 165 件を認定して、今年も予

算的に見れば、同数あるいは同数以上が認定をされるんではないかと思うんですけれども、そう

すると、件数が 165 件の倍の件数を今年認定していくとフォローの件数等々含めて、いわゆる

対応していく内容が増えてくると思うんですけれども、その辺の状況等については、どのように対

応されていくのかということが、まず１つ。 

  ２つ目は、これは 17 年度の問題ではないんですけれども、18 年度にものづくり新法が出て、中

小企業の基盤技術を研究開発レベルで支援をしていくというお話と伺っているんですけれども、

それについても今まで地域新生コンソーシアムであるとか、研究開発にやり慣れている企業さん

の場合には、私の経験からすれば、そんなに手数がかからずグリップできると思うんですけれども、

基盤技術の企業さんですと、一般的に見てなかなか資料をつくったり、経理を国のスキームに合

うように整理をしたりするということが十分できないような気がするんですけれども、それについて

もどのようにお考えになって、どのようなことを実現しようとしているのかお聞きしたいと思います。 

  更には、ここ数年、中小企業を巡る新たな対応というのが目白押しに法制化されて事業実施

されているんですけれども、なかなか中小企業の現場レベルで行くと、制度そのものの理解がな

かなかできているのかなと、いろんな形でアナウンスはされておられると思うんですけれども、現場

レベルでどういうふうに新たな施策の対応を浸透させようとしているのか、その３点について、申し

訳ないんですけれども、お聞きしたいと思います。 
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○鈴木理事長  今の岡崎委員の御指摘の新しい業務にどう対応するのか、片や５年間で 100 

人減らすわけですからというところで、そこが一番ポイントだと思います。 

  今の新連携につきましては、これは委託業務で５年とか、６年とか、必ず永久ではないわけで

すから、そういう意味でフレキシブルを用いながら職員をどうするかで、当面 30 名増やしますが、

いつでも出向とか何かできると。 

  これは 30 名の職員の外に、例のプロマネ、サブマネがあるわけで、これも今回一昨年の５億

円から８億円に増やしていただきましたから、いわゆるこの表の外にある外部人材、本当はもう

一つここをつくらなければいけないんじゃないかと、いわゆる常勤型の、その欄があるとまさしく人

の場合に、職員がやるのと、そこが増えています。 

  ですから、職員について言えば、職員も増えなければいけないんですが、一つは習熟度もあり

ますし、外部人材をマネージメントすればいいわけですから、その件数に比例しなくてもいいと。む

しろ、あるピークになったら減るというときに対応するという、そういうことで職員と外部人材、職員

の中に、私どもの採用したものと、外部から金融機関とか何かと、そういう組み合わせをして、中

長期的に中期計画の末には 100 名減るとか、その先もどうかということを考えてやっていますの

で、この外に外部人材がいると。 

  もう一つは、本部と支部の事務分担が一番問題なんですが、これはまさしく支部が習熟してく

れば、今、本部から支部に人を移そうと思っているわけです。新連携などは支部の仕事ですから、

そういう意味で支部が営業に熟すれば熟するほど、今の一人当たりの生産性を上げればという

形になってくるのかなと。 

  ものづくり関係も、来月から法律が施行されますと、そうすると私どもは助成金 32 億円ござい

ますから、通産局が 32 億円、すると 32 億円の研究費の配分をどうするか。そのときに配分だけ

でなくて、今の岡崎委員の指摘のように、むしろ中小企業がビジネスプランをつくるときに、片や

アドバイス。これは横の連携だろうと思うんです。審査をするところと、私ども支部に中小企業ベ

ンチャーセンターがありますから、ビジネスプランをアドバイスすると。 

  そういう意味では、私どもは最低限研究費の助成金をやらなければいけないし、もしかすると

ビジネスマッチングで２億円の予算が、もしかすると我々に来るかもしれない。そういうところの人

を見ながら、今の支部に増やすときに、支部に何をやらせるかというところだろうと思うんです。そ

ういう形で、今、ものづくりも考えております。  それから、そういう意味で中長期的に私どもの業

務は、やはり出し入れをしなければいけないと、それで既存業務というので中小企業の大学校の

「市場化テスト」、これをやりますと、旭川校というのは、今、大体 15 名ぐらいいます。仮に、今年

から入札してやりますが、うまくいけば、その 15 名が職員の数としては何割になるかいろいろあり

ますが、その代わりに民間の方にやって、コストも下げてもらうと。 

  そういう意味でアウトソーシング、「市場化テスト」、業務の出し入れ、この３つを考えながら、５

年先、10 年先、特に人員につきましては、今、私ども 10 名前後しか新規採用していません。今、

800 名ぐらいいるわけですから、本来なら 20 名ぐらい採用できるわけですが、半分しか採用しな

くて、後は途中採用か執行か、期限付きか、そういうことで、私どもの業務の一つを、今、岡崎委
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員が御指摘のように、新しい業務があって、一体どこから人が来るのか、それをサービスの向上

をしながらどうするのかというところを我々なりに苦労していますが、そういうことで対応しようかな

と思っています。 

○伊丹分科会長  ありがとうございました。ほかには御質問ございませんでしょうか。 

  どうぞ。 

○井上委員  これはファンド組成件数が 17 件で、投資企業先 290 件、累積投資で 1,260 件

というふうに、大分多くなっていると思うんですが、そのうち将来的に見通しのある上場できるよう

な、公開できるような企業というのは、どのぐらいの比率を見込んでおられるのか、非常に大事な

ことであるし、非常にありがたいことだと思うんですが、どうなんでしょうか。 

○小紫理事  担当の小紫でございます。ベンチャーファンドにつきましては、1,260 件投資いた

しまして、昨年度末で 53 の公開が実現しております。 

  昨年度１年間でいいますと、12 件公開いたしました。４月に３件公開いたしまして、現時点で

56 社が公開いたしております。 

  そういう意味では、1,260 分の 56 でございます。ただ、このファンドは最近できたものが相当多

うございまして、大体３年目ぐらいから公開企業が出てきますので、ちょっと何％というのは言い

にくいんですけれども、相当のペースで出ているのは事実だと思っております。 

○井上委員  逆に見通しを断念したと、断念したというのはどのぐらいなんですか。 

○小紫理事  今のところ、本当に感覚で申し訳ありません、償却してしまっているものは５％程

度だと思っております。 

○鈴木理事長  ベンチャーファンドは比較的、５～６年前にやったものは、そのころ私どもの方は

先駆けをやっていますから、いい案件があったと。それからだんだん今ベンチャーキャピタルがや

れば、その中で我々は審査を厳しくしなければいけないんですが、その辺で、今の状況は非常に

いろんな専門家の方に聞いても、私どもの公開比率はかなり高いと。これがこのまま続くのかどう

かという見通しについては、ちょっと私どもも慎重にしながら、しかしながら余り採算性だけを考え

ているといけないので、そこはよく政策性と採算性を考えながらやっているということだろうと思い

ます。 

○伊丹分科会長  ほかにはいかがでしょうか。 

  それでは、先ほどの中小企業倒産防止共済だけが目標値を下回っていると。それは取組み

の努力だというお話が先ほどあったんですが、そもそもニーズの小さいタイプの性格の共済になっ

ているんではないかということはないんでしょうか。 

○井上理事  ニーズが小さくなっているということはないと思います。現在でも 30 万ぐらいの方

の加入であるわけです。ただ、我々の一つの反省は、十分に施策についてのＰＲ、先ほど岡崎委

員の方からもございましたけれども、そこが一つは足りないなという反省でございます。特に特殊

法人時代はそうでありました。 

  アンケートなどを取りますと、新しく加入された方の約五割ぐらいが倒産防止というのは加入

するときになって初めて知ったということでございました。その方々に聞いて、やはり５割ぐらいがも
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っと早く知っていれば、加入をもっと早くしたんだということでありました。 

  もう一つは、我々のディストリビューションチャンネルというか、そこについてもう一回見直す必

要があるかなと思っております。これまで商工会、商工会議所というところ、それから銀行関係、

小規模企業共済は、割と団体が多いんですけれども、倒産防止の方は割と銀行が多かったん

ですけれども、銀行のビジネスモデルが若干変わってきておりますので、お客さんに直接どう当た

るかというところを考えますと、もう少し別のルートというものも必要かなと。銀行は、昔は預金獲

得でお客さんとの接点というのが多かったんですけれども、昨今はそういうわけではないということ

で、むしろ税理士さんであるとか、そういうところで、新しいお客さんというか、そことの接点という

ものを見つけていく必要があるかなと思っております。 

○伊丹分科会長  今、50％の人がもっと早く知っていれば早く入ったという人は、50％の人はも

っと早く知っていても入らなかったと答えることになりますね。したがって、それは倒産防止というこ

とを共済でやろうというアイデア自体にニーズはなくなっているとは思いませんが、仕組みとか、ど

ういう条件かということが、余り長いお答えは結構ですが。 

○井上理事  おっしゃったように、まさに独法になって、さっきのＰＤＣＡではないですけれども、お

客さんの声の中には、今、制度面に関わるところというのも結構あります。そういったところについ

てはちゃんと声を聞いて、勿論法律改正という形になりますので、時間がかかるかもしれません

けれども、お客様の使いやすい制度に変えていくということは当然考えなければいけないと思って

おります。 

○井上委員  これは余り使い道がないという話をちょっと聞いたことがあるので。 

○井上理事  そういうこともあります。3,200 万という枠があるわけでございますけれども、これは、

やはり企業のサイズとか、あるいは業種によっても、今は一律なんですけれども、果たしてそれで

いいのかというような議論というのがあります。これは、政策当局の方にもそういう声をフィードバ

ックして、勿論最終的には国会での議論でございますので、いろんな議論があるかと思いますけ

れども、お客さんの声は声としてきちんと伝えていきたいと思っております。 

○伊丹分科会長  それでは、一応、今の業務実績の御報告を踏まえて６月 19 日の週に配布

されます財務報告等を踏まえていただいて評価をお願いできればと思います。 

  課長の方から何か評価資料についてございますか。 

○山本企画課長  評価シートのですけれども、「（１）～（３）共通」といって、債務保証の審査期

間 100 日以内の諾否を決定する案件、これはこれで必要な項目なんでございますけれども、こ

れは実は去年債務保証の業務はいろんなところにありまして、創業を支援するようなところにも

ありますし、いろんなところに分かれているものですから、いちいち出てくるのが大変だろうと思い

まして、ここにまとめて記載したと、今年もそのままにしてあるんです。 

  考えてみますと、評価項目が（１）（２）（３）とそれぞれ創業、新事業支援、経営基盤の強化、

それから経営環境変化への対応、それから期限の定められている業務と、こういうくくりで御採

点をいただくことになっておりますので、債務保証のものだけたまたま共通事項だからといって１

項目分けているのは、ちょっと変かなと思いますので、もし御了解いただければ、最後のところを
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直すときに、この債務保証のところをそれぞれのところにばらして入れ込むような格好にさせてい

ただいたらどうかと思うんですが、いかがでございましょうか。 

○伊丹分科会長  よろしゅうございますね。 

  それでは、次の議題に移らせていただきます。業務方法書の改正でございます。 

  それでは、お願いいたします。 

 

（事務局及び中小企業基盤整備機構より説明） 

 

○伊丹分科会長  特に意見なしということで、問題はございませんか。それでは、最後に役員報

酬規定の改正でございます。 

 

（事務局より議題４について説明） 

 

○伊丹分科会長  よろしゅうございますか。 

○伊丹分科会長  それでは、最後に事務的な手続について、課長の方からお願いします。 

○山本企画課長  本日はどうもありがとうございました。 

  今後のスケジュールでございますが、先ほど御説明をいたしたとおり、まず評価シートの一部

変更がございましたので、変更したものを送らせていただきます。 

  ６月 19 日の週に財務諸表の固まったところの数字と補足のものなどがございましたら、御説

明に上がりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次回の評価委員会は第７回でござい

ますけれども、６月 30 日金曜日の 10 時から開催をさせていただいて、その評価の集計を基に、

この分科会としての意見をまとめていただくということになろうかと思います。どうかよろしくお願い

いたします。 

  以上でございます 

○伊丹分科会長  それでは、活発な御議論をいただきました本日の分科会は、これにて終了い

たします。それでは、６月 30 日にまたお会いいたします。 

 


