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第７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６月３０日（金） １０：００～１２：００ 

場  所：経済産業省別館１０Ｆ １０４２会議室 

出席者 

（委員）伊丹分科会長、井上委員、加護野委員、佐藤委員、杉浦委員 

（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、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事業年度財務諸表について 

  （２）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成１７年事業度業務実績評価について  

（３）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成１７年度随意契約の取り組みについて 

 

 

○山本企画課長  これから経済産業省の「独立行政法人評価委員会  第７回中小企業基

盤整備機構分科会」を開催させていただきます。 

  本日は、伊丹委員長ほか５人の委員が御出席でございますので、定足数を満たしておりまし

て、分科会は成立をいたしております。  まず審議に入る前に、会議の資料がたくさんございま

すので、私の方から確認をさせていただきたいと思います。 

 

（事務局による配布資料確認）   

 

○伊丹分科会長  本日の主な議題は業務実績評価の決定でございますが、それに先立ちまし

て、17 年度の財務諸表につきまして、それについての御説明を事務局よりお願いいたしたいと思

います。 

 

（議題１について事務局より説明） 

 

○伊丹分科会長  それでは、今、事務局の方から御報告がございましたように、監査等のすべ

てのプロセスで適正と評価が出ているということでございますが、中小機構の方から財務諸表に

ついての簡潔な御説明をいただければと思います。お願いします。 

 

（中小企業基盤整備機構から説明、以下質疑応答） 

 

○伊丹分科会長  ありがとうございました。それでは、何か御意見、御質問等ございましたら、
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どうぞ。よろしいですか。 

  それでは、特に御意見等はございませんようでしたら、この財務諸表につきまして、当分科会

としてこの財務諸表を承認とさせていただきます。ありがとうございました。 

  それでは、本日の最も主要な議題でございます、平成 17 年度の業務実績評価に移らせてい

ただきます。まず事務局から御説明をお願いします。 

 

（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  それでは、これから評価のプロセスに入りますが、手順は以下のようなもので

ございます。最終的には当分科会としての評価をＡ～Ｄまでの間の採点で決めていただくわけで

すが、この分科会の委員だけの議論のときには、中小機構の方々には一時御退席をいただい

て、委員会と事務局だけが残った状態で審議を行いたいと思います。 

  ただし、それに入ります前に、委員の皆さんの方から中小機構の方々に質問をする時間を若

干なりとも設けたいと思います。まず、中小機構の方々の方から、自己評価について簡単に御

説明をいただいた上で、質疑の時間を設けたいと思います。 

   

（中小企業基盤整備機構から説明） 

 

○伊丹分科会長 それでは、この自己評価についての御質問、あるいは委員として評価してい

ただく際に出ました疑問等について、機構の方への御質問がございましたら、どうぞ。 

○加護野委員  今回は財務の数字というのは余り考慮しなくていいんですか。 

○伊丹分科会長  これは「３．財務内容の改善に関する事項」というところでしています。 

○加護野委員  そういう観点から、是非１つ教えていただきたいのは、中小企業共済勘定がも

のすごく改善されていますね。これはどういう要因によるものですか。 

○井上理事  ８兆円弱の資産をお客様から我々は預かっておりまして、それの運用でございま

す。それの運用益ということがほとんどでございます。要素としては、それ以外にお客様からの掛

金、一方で共済金の支給ということで、ここはそう大きくありません。 

○加護野委員  運用環境がよくなったということですか。 

○井上理事  勿論、環境もよくなったというのは、我々の方もきちんとポートフォリオを組んで、マ

ネージャーについても従来はバランス型でやったんですけれども、マネージャーの強みを生かすよ

うな形で選定をするとか、いろいろ工夫をしまして、それが結果として出てきたと思っております。 

○加護野委員  この改善の中で、自己努力によるものと環境によるものとを比率で見たらどう

ですか。 

○鈴木理事長  3,000 億改善したんですが、正直に言って 2,000 億ぐらいはまさしく株価上昇

金利だと思います。ただ、３～４億ぐらいは従来ですと国債関係の３割を委託運用して、委託運

用の先を評価させて競い合う。この辺りで３分の１ぐらいは効果があって、そのやり方を改善した
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というのが１つだと思います。 

○伊丹分科会長  しかし、８兆円の資産があって、収益を 3,000 億出すというと３割強もあれば

いい。そうするとこのマーケット環境だとごくごく自然なのではないか。自己努力の部分と環境の

改善の部分が２対１ほど、自己努力が多いかという疑問は自然に出ますが、いかがですか。 

○井上理事  一方で当然、これはＡＬＭなわけですね。アセットの方のライアビリティーの方。我

々は１％の予定利率ということで、それは政令で決まっているわけですけれども、従って、１％を

超えるところでやっていれば、いつかは返すということなんです。だから、そこの安全性というところ

と、そうは言っても勿論こういう環境ですから、アクティブにやっていかなければいけないという、多

分そこのバランスの取り方で、安全効率という言葉で言えばそういうことになるんですけれども、

我々はＡＬＭを考えると、どちらかというとハイリターン、ハイリスクというよりは安全性を重視し、

そういう中でどれだけの努力ができるかということでやっているところでございます。 

○伊丹分科会長  ほかに御質問はございませんか。 

○杉浦委員  倒産防止共済の実績は未達だったわけですが、私は御説明を受けたときには、

世の中の状況がよくなってきているので余り加入者が多くなかったとお聞きしたんですが、実際

のところ、努力不足という点はないんでしょうか。 

○井上理事  結果から見ると、この部分は先ほど申しましたように、倒産防止の加入促進とい

うところに着目すると、やはり努力はしているつもりですが、成果は計画を未達であったということ

です。 

  ただ、そこは努力の仕方をやはり変えていかなければいけないかなと思っております。やはりビ

ジネスモデルがいろいろ変わっておりまして、我々は代理店を銀行に頼んでやっているんです。そ

この銀行のところのビジネスモデルが従来ですと、１つは預金獲得型で中小企業の方と接点が

非常に多かった。それから、今、投信だ何だとありますけれども、そういう商品が余りなかった。そ

ういった中で、我々の商品を銀行にという形でやった。そこの銀行のビジネスモデルが変わってき

ておりますから、それに応じたような形で我々のアプローチというのも変えていく必要がある。 

  勿論、銀行に対してもそうですし、中小企業の方にもう少しアプローチができるところで、例え

ば税理士の方とか、そういう銀行以外のチャンネルの開拓をするとか、努力をすると言っても努

力の仕方を変えていかなければいけないのかなと、そこが対策を打っていくということの中身なの

かなと思っております。 

○井上委員  倒産防止は非常に大事なことなので、中の仕組み自身にも問題があるのではな

いかと思います。今、その辺りで、名前を変えられてというのは確かにいいことだと思うんですけ

れども、もうちょっと中身の内容を使いやすくといいますか、実際に倒産したときに本当に役立つ

のかという問題があるのではないかとも思いますので、その辺は来期、気をつけていただきたいな

と思います。 

  新連携は 165 件ということで、非常によく組成ができていると思うんですけれども、相談件数と

しては 5,000 件を超えているんです。5,000 件も超えていたら、組成はもっとたくさんあってもいい

のではないか。逆にそれは予算が少ないから組成ができなかったのか、中身が悪かったからそう
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だったのか。 

  これは非常に使いやすいテーマでもあるので、その辺がどうだったのかなと思っております。ち

ょっとお聞かせいただければと思います。 

○鈴木理事長  165 件については、5,000 件の相談でどういうふうに事前にアドバイスをするか。

この人数については、今回は予算で増やしているわけです。そのことによって件数が増えるかと

思いますが、165 件自体は 200 件ぐらいを１つの目標にしてきましたから、初年度としては、まあ

まあかなと思います。 

  今年度は２年目に入りますので、一応 200 件というのがどのぐらいになるかにもよると思うん

ですが、やはり１つの制度からいって、このぐらいのターゲットの中には入ってくるのかと思いま

す。 

  予算上の制約というのは、今のところはありません。ですが、これが 200 件が更に 300 ～400 

件と、私どもの専門家もだんだん増やしていきますと、案件が増えてくるときにはどうするかという

問題が出てきますが、初年とのあれからいくと 165 というのは１つの制度設計上の想定範囲内

かと思っております。 

○小川事業環境部長  政策・業務にも関わるので、少し補足させていただきますと、新連携の

場合には当初のねらいからして、それが多くの中小企業者にとって新しいビジネスモデルとして、

お手本になるようなものを出していこうということで、基本的には局が運用するわけですけれども、

例えば 200 件ぐらい案件が出てきて、新連携の本部というのを各局に置いていますけれども、そ

の下に審査委員会というのがあって、かなり厳正な審査をして、特に最初の１年度目ということも

あって、絞っていいものを選定するという必要性もあって運用したという運用方針を取ったという

面もあるとは思います。 

  機構は案件を発掘するという立場ですので、広範に相談を受け、案件を出してくるということ

ですけれども、審査そのものは経産省でやりますので、そこの点があったということはファクトとし

て言えると思います。 

○井上委員  せっかくいい仕組みなので、これがもっと拡大化されて、予算も拡大化してもらうと

いうことが大事ではないかと思っています。 

○伊丹分科会長  期限の定められている業務等が、中期計画と比べて質・量ともに極めて優

れているという自己評価においては、ただ、土地が売れ始めたというのと、さっきの経済環境の

好転ということとの連動関係を見ると、なぜなんですか。 

○鈴木理事長  確かに今、委員長がおっしゃるように土地環境が大きいと思いますが、私ども

はセールスの仕方や、あるいは産業用地だけではなくて、機構全体で取り組んでやっている。 

  片やそうやりながら事務所の方の廃止もして、これはさっきの自己改革の一環なわけですが、

そういうことを我々現場としては、人数を減らしながら、我々は機構になる前には 40 ヘクタールだ

ったわけですね。それが 100 ヘクタール、170 ヘクタール。この第一四半期で 70 ヘクタール。こ

れは多分、伊丹委員長からすれば、経済環境が大部分だと思うんですけれども、そのうちの少

なくとも３分の１ぐらいは、私としてはやりました。 
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○伊丹分科会長  トータルの３分の１というのは、レベルとしてはね。 

○鈴木理事長  ですから、それは 1,300 やれば、10 年間なら 130 のペースが 170 ヘクタール

売れているわけですね。この第一四半期も 70 ヘクタール売れている。ですから、これは我々が中

期計画に想定した以上のペースになっているものですから、そういう我々の自己改革の努力も入

れています。 

○伊丹分科会長  その問題はむしろ人的資源の有効活用というところで、中期計画の想定ど

おりにやりました、おおむねそのとおりだというＢ評価ではなくて、そこでＡ評価をなさって、その代

わり環境にも助けられた部分のところは、こちらもまたＡＡではなくてＡにするというトータルの御説

明だとわかりやすいんですが、何か現場の努力を少ない人数でやっておるというのは、あちらにも

こちらにも理由に突っ込むというのも、やや手前みそな評価かなという感じがしないでもないで

す。 

○鈴木理事長  逆に人材面ではその量というよりは、私どもが先ほど言いましたように、特殊法

人時代からの意識の脱却がまだまだ不十分で留意点があるのかなというので、私などはもう少

しやりたいというので、平均的なＢに位置づけているんです。 

  ですから、逆に職員の意識というものが特殊法人時代からかなり変わっているけれども、中期

計画の目標を達成する、あるいはそれ以上やるための意識としては、まだまだ途上にあるのかな

と思います。 

  しかしながら、特殊法人時代のころから比べるとかなり変わっている。その辺をまだ研修とか、

特に外部人材の使い方がまだ現場から見ると、職員だって何でも自分でやりたい、あるいは他

の支援機関との連携というのがここ１年間かなり進んでいるんですが、望んでいる独立行政法

人の精神からすればもう少しと私は言い続けてしまっているものですから、そういう意味では職員

の意識改革が変わっているけれども、まだ留意点があるというので、そういう意味ではもしかする

と厳しいのかもしれません。 

○井上理事  あと、産業用地のところはスペシフィックに言うと、結果の数字と営業活動のとこ

ろという、その行動のところも含めたつもりなんです。 

  勿論そのトップセールスと言葉で言ってしまえばそういうことなんですけれども、あとはやはり価

格ですね。財務面の方にも反映されていますけれども、財務面を悪くしないような範囲での価格

設定をするとか、あるいはトップセールスも闇雲にするというのではなくて、その業界団体であると

か、あるいは会社へのアプローチの仕方。 

  更には、これはまだ成果がどこに行くかあれなんですけれども、最近の証券化みたいな動き。

例えば生保とか信託銀行とか、そういうところにアプローチをするということで、従来の単に企業

に行って、土地がありますよという話ではなくて、最近の動きの中でのもの。 

  あとは機構になりましたということで、他の部門の顧客というところへのアプローチをする。手前

みそかどうかは別として、そういった営業活動あるいは営業戦略といったところも結果と併せて高

い評価としたところであります。 

○鈴木理事長  まさしく評価の難しいところで、委員長がおっしゃるように経済的な影響、あるい
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は制度のことによるものと我々の努力がある。 

  先ほどの倒産防止などは、井上の言うように、本当はインセンティブの打ち方なんですが、こ

れは制度上ものすごく制約があるとか我々はＰＲする。我々ができることはＰＲしてお客様の接点

で、逆に言えば今度はお客様の声から、どうももう少し制度設計を変えてくれというので、今、小

規模の方の年に１回ある中小企業推進会議には役所を通じてお願いしているんですけれども、

そこの制度を変えないと倒産防止などはなかなか目標に行かない。 

  しかし、我々のところはＰＲなりサービス向上で、この経済的関係と制度的なものをどう評価す

るかというのは、正直に言って我々も悩んでいて、こちらの方の中に数字が出るものと、いろいろ

と職員の反発を受けながらやっていて、ようやくここまで来た。 

  ですから、簡単に職員がやってくれるところと、上ががんがんやりながらやってくれるというのが、

我々は見えてしまうんです。外には多分、我々は一体的ですから、外には一枚岩で我々は一生

懸命やっていますと言いますが、中では各部の縦割りとか職員の意識改革とかをやりながらやっ

ている。 

  しかし、結果は出ている。この結果とその努力でやると、作業用地については結果が出て、努

力をやっているとＡＡになってしまうということなんです。 

○伊丹分科会長  なってしまうということではなくて、してしまったんですよ。 

○鈴木理事長  まさしく独法の評価の仕方の中で、我々も今、模索しているということです。 

○井上委員  作業用地というのは、やはり場所にもよりますね。売れ残った土地を引き継いで

いると、これはもう売るのは大変だと思うんです。そこら辺がよくやったのではないかという評価だ

ってできる可能性があります。 

○伊丹分科会長  Ａになるのは全然不思議ではないんです。 

  どうぞ。 

○佐藤委員  先ほどの共済の件なんですけれども、加入者数ではなくて、ストックは増えている

のか減っているかというのはどうなんですか。やめていく人もいるでしょう。 

○井上理事  います。 

○佐藤委員  小規模共済などは、全体のストック数というのはどうなっているのですか。 

○井上理事  小規模は若干減っているトレンドが付いています。 

○佐藤委員  やる人が相当いるということですね。 

○井上理事  そうです。 

○佐藤委員  そこの目標というのは何かあるんですか。 

○井上理事  これは次期の中期計画をつくるときに、何を指標に取るのかという議論だと思い

ます。 

○佐藤委員  現状は加入者数だけをやっているんですか。そうすると実際はやめているから減

っているんですね。 

○井上理事  減っています。でも、小規模の方は最近上がるようになってきました。倒産防止の

方は下がってきています。 
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○伊丹分科会長  ほかに自己評価について、御質問はございませんか。 

  それでは、もしこれ以上の御質問がないということでしたら、この辺りで質疑を打ち切りまして、

審議に入らせていただきます。中小機構の関係者の方々は一時御退席をいただいて、別室でお

待ちいただけますでしょうか。 

（独立行政法人中小企業基盤整備機構関係者退室） 

○伊丹分科会長  それでは、審議に入ります前に、事務局からご説明をお願いします。 

 

（事務局より説明） 

 

○伊丹分科会長  それでは、まず「１．業務運営の効率化に関する事項」。ここは各委員もＡで

異論はないと思いますが。 

（「はい」と声あり） 

○伊丹分科会長  次の項目が「２．国民に提供するサービスの質の向上に関する事項」で、ご

意見をお願いします。 

○井上委員  中期目標で人材削減が出ていて、それに沿ってやっておられるし、ただでさえ少

ない人間を減らし、一方においてはサービスの向上ということで、新連携の問題にしてもしかりで

すけれども、いろんなテーマが与えられていて、それをこなしてきているというのは非常によくやっ

ていると思うんです。 

  これもスタートして２年目なんだけれども、２年目にしては本当によく人を動かし、地方にも支

部の方にも人を回しているという点では、その中小企業のためにも大いに役立つサービスを、ま

た国民のためにも役立つサービスというものを徹底してやってもらえていると思っていますので、

評価だと考えます。 

○伊丹分科会長  ここもＡということでよろしいですね。 

  続きまして、Ｉの「３．財務内容の改善に関する事項」にまいります。3,000 億の運用費という

問題だと思いますが、御意見をお願いします。 

○杉浦委員  資産運用によりまして、累積欠損金が大幅に縮小していて、財務内容が改善し

ているので、その点は高く評価できるのではないかと思っています。 

○井上委員  ８兆円で三千何百、約４％ですね。これはよく回している。普通今までだったら、そ

んなには絶対に回らないだろうということから言うと、新しい手法を取り入れながら、確かに良くや

っているのではないかという感じはしております。 

○伊丹分科会長  Ａということで特に問題はないですね。  「４．その他の事項」についてはどう

でしょうか。 

○加護野委員  実際に人員の削減と業務委託というのは、ある意味で、やろうと思ったらできる

ことでございます。しかし、どう上手にしていくかというのがかぎでございまして、恐らく一律ではな

くて、ちゃんとめり張りを付けてやっていくということが実際にどれだけできたか。地方へ人を異動

した上で減らしているわけですから、それなりにできているのかもしれませんが、実際にめり張りを
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付けるというところに関しては、明確な実感が得られなかったので、あまり高くは評価出来ないか

と思います。 

○杉浦委員  これは人員削減、業務委託、決算作業とも着実に前進していると思うんです。そ

れで、私はＡを付けてよろしいのではないかと思います。 

○井上委員  私もそれは前進しているし、結構外部の人なども教育をして、それなりにこれから

も使えるような仕組みというのをつくっているのではないかと思います。そういう点では、Ａ評価で

よいかと思います。 

○伊丹分科会長  意見がわかれましたが、Ａという原案でいかがでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○伊丹分科会長  それでは、最後の「II．組織運用に関する総括的・横断的指標」。ここ各委

員の評価もＡということで、原案をそうさせていただきますが、よろしゅうございますか。 

（「はい」と声あり） 

○伊丹分科会長  そうなりますと「総合評価」もＡということにいたしたいと思います。 

  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、分科会の意見として、そういうことに決し、それを独立行政法人

評価委員会の方に私から御報告をしたいと思います。 

   

（独立行政法人中小企業基盤整備機構関係者入室） 

 

○伊丹分科会長  それでは、中小機構の皆さんがおそろいになりましたので、評価の結果につ

いて、分科会長の私から御報告を申し上げます。 

  まず結果だけから申し上げますと「総合評価」も含めまして「１．業務運営の効率化に関する

事項」「２．国民に提供するサービスの質の向上に関する事項」「３．財務内容の改善に関する

事項」「４．その他の事項」「II．組織運営に関する総括的・横断的指標」のすべての項目につい

て、Ａでございます。 

  評価のプロセスについて、若干御説明をいたしますが、今年は６人の委員の評価が大きく割

れるということはなく、多くの場合、全会一致でＡということになる項目が多うございました。それだ

け着実な成果を上げられたということだと思います。 

  以上が我々の評価の結果でございますが、今年から仕組みが変わりまして、親委員会の方

に報告を私から申し上げ、親委員会でこの原案が決定されて、最終的な評価として確定をいた

します。 

  その日付けは７月 10 日に予定されております、次回の評価委員会に私から御報告することに

なっております。それでは、鈴木理事長、どうぞ一言。 

○鈴木理事長  どうもありがとうございました。私どもはただいまの分科会長からのプロセスも踏

まえまして、職員に徹底をしたいと思っております。 
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  平成 17 年度は私どもは５年間のちょうど２年間目ですので、この２回の評価委員会でもいろ

いろな御議論がありましたことを踏まえまして、中期目標、中期計画が職員にどの程度浸透して

いるのか、あるいは３法人の統合は実は特殊法人時代にタスクフォースをつくってやっておりまし

たので、２年間の実態を踏まえて、まだ統合のいわゆる規定等でも必ずしも十分統合していない

部分があるということをいろいろ聞きましたので、幅広く職員に参加してもらって、半年くらい総点

検をして、今日いただきました御議論を踏まえて、３年目の中期計画がより改善するようにしたい

と思いますので、よろしく今後とも御指導をいただければと思います。ありがとうございました。 

○伊丹分科会長  ありがとうございました。これからも是非、日本の中小企業のために頑張って

いただきたいと思います。 

  それでは、最後の議題に移ります。随意契約に関わる中小機構の取組みについて。 

 

（議題３について事務局より説明、以下質疑応答） 

 

○伊丹分科会長  以上のような実情を踏まえた上で、この随意契約の見直し、適正化というこ

とについて、ご意見はありますか。 

○井上委員  例えばこういうインキュベーション施設も入札というのは大いに結構なんですけれ

ども、入札は当然しなければいけない。しかし、その設備関係でもトータルコストで、やはり入札を

させるという仕組みがどうもできていないというか、イニシャルでやってると結局何年からランニン

グコストが非常にかかるというケースがあるわけです。イニシャルは安いけれども、ランニングコス

トは高い。そういう点を加味した入札をさせるようにすべきだと思います。 

  これから省エネの問題もあるわけですし、特にそういう関連においてはどうしてもトータルコスト

で入札システムを設けるようにすべきだと思います。 

○伊丹分科会長  これは随意契約の規定等が整備されているかという議論と、随意契約が妥

当かという議論なんですが、今の御意見ですと、むしろ一般競争入札をある新しい観点から、よ

り増やした方がいいのではないかという御意見となりましょうか。 

○井上委員  それはケース・バイ・ケースということになると思います。ですから、その辺をセレク

トしてやられる必要があると思います。 

○杉浦委員  随意契約も入札の場合も、どちらの方がトータルコストがかからないか考えなけれ

ばいけないと思うんです。つまり入札にしますと、その準備をするための資料づくり。その資料づく

りに関わる機構の中の人的コスト。これを考えた場合、随意契約の場合はもう既にちょっと話せ

ばわかるというような部分がございますので、これは運用する側がきちんと運用しなければ、つま

り癒着にならない範囲できちんとやらなければならないんですけれども、トータルコストを考えた場

合、随意契約にした方がずっと安いということが民間でもかなりあります。それをきちんと見て、必

ずしも随意契約は公正ではないという考えはしない方がいいと思っております。 

  国の関わるものの場合、どうしてもジャーナリズムを中心として、これは癒着ではないかという

ことを言われますけれども、決してそうではないと思います。 
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○伊丹分科会長  癒着の例もあることはあるんですが、それが圧倒的に多いかというと、そんな

こともなくてということでしょうね。 

○佐藤委員  随意契約のルールが書かれていますけれども、これはそれぞれの契約担当部署

で判断するというんですけれども、随意契約についてもいろんな理由があるわけです。それぞれに

ついて、これこれの理由で随意契約と言われたら、説明できるようになっているんですか。 

○井上理事  今、オンゴーイングという方が正しいのかもしれません。基準については公開をし

ております。ただ、具体的にこういう理由で随意契約にしましたというところについては、まだこれ

からの対応ということでございます。 

○佐藤委員  出せということは、やはり内部的にはそういうものが一個一個についてあることが

望ましいということですか。 

○井上理事  内部的にはそうなっております。 

○鈴木理事長  今のは随意契約のところに必ず書いてあるんですが、今、言っているのはその

理由にもう少し基準をつくって、外にも言えるようにしようかということです。随意契約には随意契

約の理由を付けないと経理がＯＫを言いません。 

○佐藤委員  現状の随意契約を少し洗い見てもらうということはすごく大事だと思うんです。あ

とこの 500 万以上だけれども、この少し下ぐらいはたくさんあるわけですね。 

○井上理事  あります。 

○伊丹分科会長  他にありませんか。それでは、規定等の整備状況については今お話にござ

いましたような、随意契約の理由等について、公表可能な透明性の確保のできるような方向に

更に努力していただくということで、整備状況については努力中である部分があると言うべきでし

ょうね。一般論として一般競争入札が確かに望ましい場合が多いというのは認めるけれども、事

の性質、外部にアウトソースすべきさまざまな要請等を考えると、無理に一般競争入札を導入す

ることの害も結構大きいということを申し上げるということで、事務局と御相談しますので、よろし

いでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○伊丹分科会長  それでは、この件はそうさせていただきます。 

  以上で、本日用意いたしました分科会の議題はすべて終了でございます。２年目の評価を精

力的にやっていただきまして、大変ありがとうございました。 

  本日の第７回中小企業基盤整備機構分科会をこれにて閉会させていただきます。ありがとう

ございました。 

 


