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第１１回 独立行政法人中小企業基盤整備機構分科会 

                                                              

日時：平成１９年７月５日（木）１５：００～１７：００ 

場所：経済産業省別館８階８４３会議室 

 

出席者： 

 （委員） 伊丹分科会長、荒牧委員、加護野委員、佐藤委員、杉浦委員 

 （経済産業省） 近藤事業環境部長、吉田企画課長、最上企画官ほか 

 （中小機構）  鈴木理事長、半田理事、古賀理事、梶田総務部長ほか 

 

議題 

（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成１８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１８事業年度業務実績及び評価につ

いて 

（３）独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期計画及び業務方法書の一部改正につ

いて 

（４）産業基盤整備勘定における国庫納付について 

（５）独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務の見直しについて 

 

 

○吉田企画課長 

 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 11 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。 

 審議に入ります前に、本日は６名中５名の委員が御出席頂いておりますので、定足数を

満たしております。 

 審議に入る前に、近藤事業環境部長から一言挨拶をさせて頂きます。 

 

（近藤事業環境部長挨拶）  

（事務局による配布資料確認） 

  

○伊丹分科会長  

 それでは、最初の議題は平成 18 年度事業年度の財務諸表についてです。事務局から御説

明をお願いいたします。 

 

（議題１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  

 では、私から質問しますが、一般勘定当期総利益２０１億円と当期純利益１７１億円の

差である３０億円は何でしょうか。 

○梶田総務部長  

繊維基金積立金を３０億円取り崩したものでございます。 

○伊丹分科会長  

 他に何かありますか。荒牧委員ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

○荒牧委員 

 事前にも詳細な説明をお聞きしましたので、特にございません。 

○伊丹分科会長 

 特にないようでしたら、議題１の平成１８事業年度財務諸表については、「意見なし」 

とさせて頂きます。それでは、次に議題２の 18 年度の業務実績及び評価についてです。ま

ず評価方法について事務局から改めて御説明をしていただいて、その後で中小機構の方か

ら事業実績及び中小機構による自己評価について御説明をお願いします。 

 

（事務局より議題２について説明、以下質疑応答） 

 

○伊丹分科会長 

 それでは、まず皆さんにお諮りしなければいけませんのは、評価項目のウエイト付けで

す。「サービスの質の向上」にを一番大切なことと考えるという意味で、それに５割程度の

ウェートというような先ほど御説明のあったウェート付けを仮置きさせていただきました。

したがって、皆さんにそれぞれの項目ごとに御評価いただいたものを、多少機械的に計算

したものが参考資料として後で出てまいりますが、考え方としてこのウェートでよろしい

かどうか。それをまずお諮りしたいと思います。 

  

 それでは、このウェート付けをベースに今日の議論をするということで中小機構からの

御説明をお聞きしたいと思いますが、その前に１つ、皆さん今の資料２－１の最後に書い

てございますＡＡとかＡとかＢとかＣの言葉による説明の表がございました。これについ

て親委員会、つまり経産省全体の独立法人の評価委員会に出て、この分科会で決まりまし

た案を説明する立場の人間として、後の議論に関係あろうかと思いますので雰囲気をお伝

えしておきます。 

 それは、中期計画でつくりました案をきちんとやっているというのはあくまでもＢでし

かない。これはかなりきつい考え方なんですが、この文章ではそういうふうにも読めるし、

そういうふうにも読めないようになっています。それで、これは経産省のさまざまな法人

によってＡ、Ｂ、ＣあるいはＡＡの解釈がばらつき過ぎて、どちらかというと甘くなり過
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ぎる解釈が多過ぎるということを、実は評価プロセス全体の問題として親委員会では議論

をいたしました。したがって、おおむねちゃんとやっているというのはＢで、かなりいい

ところがあるぞというのがＡでございまして、とてもよくて質・量ともにすばらしいとい

うＡＡはそんなに頻繁に出てはいけない感じのことを親委員会では言われているんですが、

そういう評価の指標が一応我々には枠として与えられている。そういうふうな御理解をい

ただいた上でこれから中小機構からの御説明をお聞きし、その後、我々だけの議論をした

いと思います。 

 それでは、中小機構の方からお願いいたします。 

 

（中小企業基盤整備機構から説明） 

    

○伊丹分科会長  

それでは、以上の御説明につきまして、質疑応答の時間を持ちました後、我々だけの評

価の議論に入りたいと思います。どうぞ御質問等がございましたら宜しくお願いします。 

○加護野委員  

１つは人件費の中で退職金が含まれているということですが、これは退職引当金ですか、

それとも退職金の支払額ですか。 

○梶田総務部長  

退職金の支払額です。 

○加護野委員  

退職金に関して民間の企業ですと、ただ単に何人辞めたかではなくて、実際に質の高い

人をキープできて減らせているのか。それとも、質の高い人から辞めていっているのか。

この辺の実態はどうなんでしょうか。 

○梶田総務部長  

機構発足以来の年齢構成からいきますと、ちょうど定年退職を迎えられる方が毎年 20

人程度いらっしゃいます。その関係で退職金が大きくなっておりますが、18 年度の特徴と

しては若干それに加えて若い方の途中退職というのも発生はしております。質の高い低い

というよりは、結構人材の流動性というのが社会一般に広まっている影響だと理解してお

ります。 

○加護野委員  

わかりました。もう一つ、これも定性的なことをお伺いしたいのですが、旭川でされて

いる市場化テストの成果はどのように評価されておられますか。講座数はどうなっていて、

受講者数はどうなっているかというようなことについてのデータはございますか。 

○梶田総務部長  

今、手元には用意していないのですが、この夏から実際の評価作業を始めることで、正

確なデータはこれから整理をいたします。 
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○加護野委員  

上手くいっているエピソードのようなものはありますでしょうか。 

○鈴木理事長  

一番のものは、今、５年間で 100 名減らすという目標の中で、機構設立以来、法律に基

づく新規業務の増加に対しているのではないかということです。それと３つの法人を統合

したものですからお互いのメリットを活かしながら総合化する。それと本部・支部のネッ

トワーク、この３点については３年間でかなりできたかなと。事例としては、例えば産業

地事務所です。これは、今年度で９つあったのが全部支部に統合します。大学校も、今の

ように手を挙げて市場化テストで１校 15 人関わるのが大体２人か３人になります。それか

ら、受益者負担という形で今度は中小競争大手も受益者負担を取り入れるとか、そういう

意識改革ですね。それから、支部が 1,000 以上ですが、この支部長以下が非常によくやっ

ている。そういったようなことで意識改革と総合化、本部・支部のネットワーク、この３

点が進んでいるのかなということでございます。 

○佐藤委員  

私からは２つあります。１つは契約方式の見直しで、Ｂと自己評価されているところに

も関わりますが、全体で 1,200 件弱の契約があって、そのうちの４分の１が人材派遣契約

になっています。19 年度はこれを一般競争入札にするという意味で、確かに４分の１です

から、今、随意契約が 72 というのは多いですけれども、これが移ればかなり下がるとは思

いますが、派遣契約のカウントの仕方ですね。労働者派遣契約というのは、１人来てもら

うと１契約です。それで年間、多分３か月契約で更新していると、これは４にカウントす

る。普通は１人１契約です。契約のカウントの仕方を教えてください。 

○梶田総務部長  

現在の件数は今、先生がおっしゃったように大半個別の一人ひとりの契約です。 

○佐藤委員  

労働者契約が一人ひとりの契約ですから。 

○梶田総務部長 

 ですが、できれば１つの部署で何人かを計画的に採用したい場合には、まとめて５ポス

トを入札にかけるとかという形で今後改善していきたいと考えております。 

○佐藤委員 

 もう一つは、管理上は機構の中で働いている人、派遣であっても、一応人件費に足して

管理された方がいいのではないか。本当に合理化されたかどうかわからないので、物件費

になった事実上、人として働いている部分は足し上げて、人件費ではないですけれども、

派遣などは人件費プラス派遣というふうにして見ていただかないと、本当に人件費が合理

化されたかどうかはわからないので、それはお願いです。 

○梶田総務部長 

 契約の方針ですが、人材派遣についても競争入札に関わりますが、一般管理業務あるい
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は事業実施のための広報、産業用地、販売、共済業務、それぞれ一般競争入札に変えてい

くということが今の基本方針でございますので、単純な件数でどうこうするという趣旨は

考えておりません。 

 それから、人件費につきましてはいつも私ども情報公開しておりますが、先ほど申し上

げた狭い意味の給与だけではなく、広義の広い意味の人件費も考慮しております。そこに

は嘱託職員等も全部入れて管理をして数字を公表しております。ちなみに、これはほとん

ど微減になっております。 

○伊丹分科会長  

最初の「政策目標に対応した機動的な組織運営」、例えば先ほど理事長がおっしゃったよ

うに新連携だの、ものづくりだの、新しい政策がどんどん入ってくる。それを削減する人

数でやる。これは大変な努力をなさっておられる。だからＡだというのはわかるのですが、

だからＡＡだというのは如何なものでしょうか。 

○杉浦委員  

それでは、先ほどの随意契約の契約形態について、機構はＢを付けておられますけれど

も、これはどのくらい減らせばＡが付くと考えておられますか。 

 もう一つありまして、それで随意契約だと入札のための準備をしなくていいわけですね。

それを競争入札にすると、その準備をしなければならない。それには人件費、時間がかか

りますけれども、実際に随意契約を減らして競争入札にしたことによって金銭的な面で効

率が上がっているのかどうかです。 

○梶田総務部長  

まず目標といたしましては、事務所の借上げとか、どうしようもないものを除けば基本

的に企画競争ないし一般競争、競争的な入札に移行したいと考えておりますので、それを

目標に努力をいたします。 

 そういう入札をするためには、杉浦委員の御指摘のとおり、何週間か前に公示をして入

札をしてという手続き時間がかかります。かかりますが、一方で既に自動車運行等、競争

入札を今年拡大しておりますが、入札金額は確かに従来よりも８割ですとか７割ですとか

下がります。これをトータルでどう評価するかというのは今後の実績を見ないとわかりま

せんし、手間はかかりますが、コスト削減効果は確かにあると思います。 

○鈴木理事長 

今、各省で数値目標をつくっているわけです。経済産業省もこの随計をとる。それが大

体１けた台ですね。通産省は 10％か何かだと。そういうものから見ると我々はようやく５

割、件数、金額のどちらで見るかとかいろいろあるのですが、そういう意味では質の問題

を横に置きまして今、政府においては累計を減らすという数値目標をやっていますので、

我々は経済産業省の数値目標に照らしていくと、まだ５割を割ったくらいではＢくらいか

なと。そのくらい厳しい数値目標です。 

○荒巻委員 
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私も受けた印象で、確かに数値目標が改善されている。例えば、経営環境への変化のと

ころで産活法の審査が 200 日から 100 日とかということ。それから、中小企業倒産防止共

済の回収率が３％以上上がった。16 年度までで回収率 83％ということは、貸倒れなり回収

不能になっているものが 17％もあるということですね。確かに３％なり 100 日に改善され

たということは確かにすごい能力なのですけれども、評価が難しい点はあります。 

○鈴木理事長  

まさしく数値目標として３年前に中期目標、中期計画をつくったときに伊丹部会長か

らも、数値目標の意味というものが大事だと指摘されました。 

 スタート点の数値目標が高いか低いかによって達成したときの評価が違いますが、我々

の自己評価としては実は３年間ずっと私自身はやってきたものですから３年間のトレンド

があります。 

○伊丹分科会長  

 ほかに御質問等はございませんでしょうか。もしなければ、中小機構の自己評価に関す

る質疑は終了させて頂きまして、評価そのものの審議に入らせていただきます。中小機構

関係者の方、一時御退席をお願いいたします。 

 

            （中小企業基盤整備機構関係者退室） 

 

○伊丹分科会長  

 まずは１．業務運営の効率化、２．国民に提供するサービスの質、３．財務内容の改善、

４．業務運営に関する総括的・横断的事項、という順で議論を進めてまいりたいと思いま

す。 

 まず「業務運営の効率化に関する事項」でございます。ここでＡというのは「法人の実

績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れた」、ちょっとでも超え

ていればよいのではなく「超えて優れたパフォーマンスを実現」しているというものでご

ざいます。「質・量の両面において概ね中期計画を達成」しているというのはＢでございま

す。 

 ここは、人的資源の有効活用という点について、かなり大幅な人員異動を分野を超えて

やっておられるというのはこの種の独立法人としては特筆すべき優れたパフォーマンスか

なと私などは思いました。 

 あとは、事業の企画立案プロセスの構築というのはどこでもやっていることをやってい

るような気がするので、これをＡにするわけにはいかないかなとか、そんなことを思いま

したけれども、トータルではＡかなと私は思って、Ａ、Ｂ、Ｃのどれが私かは申し上げま

せんが、そんなふうに思いましたが、皆さんいかがでございましょうか。 

○佐藤委員  

機構は、伊丹先生が言われたようにかなり複数の組織を統合するということをしながら
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独立行政政策を進めて効率化ということで、ほかよりも結構難しいところがありますね。

確かに人の配置というのはもともと難しいところをやったので、その辺の組織と人の問題

はかなり、それは結果が出ているかどうかは別ですけれども、やっているのは間違いない

ということで、私はこの点は評価できるのではないかという気がします。結構こういうも

のはこれからのパフォーマンスではかなりプラスになるのではないか。すぐ出てくるわけ

ではないにしても、そう思います。そういう意味では、私もここはＡでいいのではないか

と思います。 

○伊丹分科会長  

それではＡで宜しいでしょうか。 

              （「異議なし」と声あり） 

○伊丹分科会長  

それでは、次の「国民に提供するサービスの質の向上に関する事項」についてですが、

各項目、目標をそのままきちんと達成しているのでＡで、問題はないかと思いますが、何

かご意見はありますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 それでは、３番目の「財務内容の改善に関する事項」にまいります。ここは各委員でも

意見が分かれるところではないでしょうか。 

○佐藤委員  

数値目標が一部未達なのはここですよね。 

○伊丹分科会長  

ここの項目の評価で、我々は何を評価するかというときに一番大きいのは、単純に経常

的な財務内容を若干改善したかどうかというよりは、この機構の場合には累積損金をどう

いうふうに減らしているかということの評価だと思います。それは、３年前に発足したと

きに 9,000 億あったものが今は 6,000 億に減っているという努力があるのだけれども、株

式市場に助けられたという面が非常に多いので、猛烈な努力によってという感じでも必ず

しもない。そうすると、これはＢかなと。: 

○佐藤委員  

改善というのも、どの程度の自己努力かは評価は難しいですね。 

○伊丹分科会長  

だから、優れたパフォーマンスという評価は難しいと思います。 

この点はＢ評価で問題はないでしょうか。 

              （「異議なし」と声あり） 

○伊丹分科会長  

それでは、最後の評価項目は、中小機構特有の性格を考えて最初の分科会でこういうも

のを入れましょうということになった項目でございます。３法人統合という難しい組織運

営を理事長のマネジメントのもとによくやっておられるから、Ａで特に問題はないですか。 
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（「異議なし」と声あり） 

 それでは、上からＡ、Ａ、Ｂ、Ａ、それで総合評価はＡということになるかと思いま

すが、それでよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

             

（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、評価の結果について御報告を申し上げます。 

 この分科会として評価を決めなければいけませんのは、中期計画に即した目標指標に関

わる評価として「業務運営の効率化に関する事項」、「国民に提供するサービスの質の向上

に関する事項」、「財務内容の改善に関する事項」と３つがございます。それ以外に、「組織

運営に関する総括的・横断的評価」というものがございます。以上、４つの評価があるわ

けでございますが、最初の「業務運営の効率化に関する事項」については総合的判断では

Ａ。それから、「国民に提供するサービスの質の向上に関する事項」につきましてもＡ。 

 ただ、「財務内容の改善に関する事項」につきましては、一部達成がなされていない目標

もあることであり、かつ巨額な累積損失が残されているということを考えますと、その改

善の努力も多としながらもここはＢという評価が適切ではないかというのが我々の判断で

ございます。 

 最後の「組織運営に関する総括的・横断的指標」につきましては、これは本当によくや

っておられるということですが、目標通りのＡということで、すべての総合評価の判定と

いたしましてはＡ、Ａ、Ｂ、Ａで総合Ａでございます。以上が、分科会としての評価でご

ざいます。 

 それでは、評価結果を踏まえて鈴木理事長から一言お願いいたします。 

○鈴木理事長  

今回で３回目ということでございますが、私ども７月で丸３年たちました。毎年この評

価委員会で評価を受ける。これが私どもにとりましては、あるいは職員にとりましても大

変緊張関係を持って仕事をするということで、独立行政法人の一つの大きな特徴かと思っ

ております。 

 本日もいろいろな議論を頂きました。一言で言えば、私ども中小企業基盤整備機構は改

革なくして存続なしという形で今後とも一生懸命やっていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○伊丹分科会長  

有り難うございます。それでは、以上で評価に関わる議題は終了いたしましたので、次

の議題の業務方法書の一部改正等についてお願いいたします。 
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（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  

何かご質問ありますでしょうか。特になければ、当分科会としては「意見なし」とさせ

て頂きます。 それでは、次の議題の国庫納付についてお願いします。 

 

（議題４について事務局より説明、以下質疑応答）  

  

○伊丹分科会長  

何かご質問ありますでしょうか。特になければ、当分科会としては「意見なし」とさせ

て頂きます。 

 それでは、最後の議題の機構の業務の見直しについてお願いいたします。 

 

（議題５について事務局より説明） 

  

○伊丹分科会長 

今お話がございましたように、８月 23 日午前 10 時からこの会議を開催することになり

ました。夏休み中で大変申し訳ございませんが、皆様方には御出席頂きますようにお願い

致します。当日の議題等について、あるいは事前の御説明等がもしある場合には追って事

務局から御連絡をさせていただきます。 

 本日は、整理の効いた意見をいただき、短い時間で会議を終わることができました。皆

さんの御協力に心から感謝いたします。有り難うございました。 


