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第 12 回 中小企業基盤整備機構分科会 

 

日時  平成 19 年８月 23 日（木） 10：00～11：28 

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、佐藤委員、杉浦委員、渡邊委員 

（経済産業省） 高原事業環境部長､餅田企画課長､最上企画官､滝本経営支援課長､福岡産業施設

課長ほか 

（中小機構）  鈴木理事長、舟木理事、村田理事、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組織・業務全般の見直しに関する当初案について 

 ②独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成 18 年度業務実績評価について 

 ③その他 

 

 

 

○事務局  

 それでは、これより独立行政法人評価委員会第 12 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、６名の委員中５名の委員が出席されるということで定足数を満たしております。 

 審議に入る前に、同じく７月 10 日付で事業環境部長が異動いたしましたので、新部長の高原の方

から一言挨拶をさせていただきます。 

 

（高原事業環境部長挨拶）  

（事務局より議題１について説明、以下質疑応答） 

 

○渡邊委員 まず、質問ですけれども、スタートアップ助成金は廃止という形なんですが、「助成金の

交付による事業化支援効果が平成 19 年以降順次評価可能になると見込まれるが、その助成効果を

評価しつつ、平成 20 年度中に事業を廃止する方向で検討する」となっていて、これは効果がないと評
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価されるのかどうかというのが、まず第１点の質問でございます。 

 それから、大学校への市場化テストというので平成18年10月からスタートしている。約１年も経つわ

けでして、旭川校で実施中のモデル事業で抽出された課題を反映して、研修計画の在り方とかそうい

うものを検討するという形になっているわけですけれども、ほぼ大体の評価が出てきていると思うので

すが、その辺の中小企業庁の考え方がどうなのかという２点について御質問させて頂きたいと思いま

す。 

○餅田企画課長 まず、スタートアップ助成金は、成果はある程度上げているかと思いますけれども、

当初考えていた大きな成果ではないのではないかということでございまして、制度を５年間存続という

中で、この制度は廃止してもいいのではないかという評価を今現在やっております。 

 それから、市場化テストでございますが、旭川校で昨年 10 月からやりまして本年６月までの間のも

の、全体の半分に当たりますが、これについて評価しております。この評価はなかなか難しいところが

ございまして、平成18年度事業については要求水準を達成できなかった指標がそれなりにあります。

９項目中４つが達成できなかったと。ただ、達成できなかった度合いが九十数パーセントということで、

物すごくいい結果ではないものの、まるっきりだめという結果ではないという難しい評価なんです。そ

の辺りをよく見てみますと 19 コースあります中で３コースだけ企画しているものがございます。そのほ

かの 16 コースは中小機構がそもそもやろうと思っていた内容をそのままやっているのですけれども、

この企画したコースは入りが悪いといいますか、受講者数が予定に比べて具体的には 36～80％低い

ということがございまして、企画能力というものをもう少し上げる必要があると。これは宣伝と一緒に加

味し合って増えるものですから、内容の企画、宣伝というところをもう少ししっかりやるべしということが

ございます。 

 そういうことで、ここに書かれております事業受託者による地域ニーズを反映した企画・研修の在り

方が一つの課題ではないか、これをもう少ししっかりやる必要があるのではないかということでござい

ます。 

 もう一つ、事業受託者選定の際の評価の在り方という、少しわかりづらい言葉で書いておりますけ

れども、今回の研修の採択に当たりまして、かなり価格が反映されております。実際市場化テストとい

うのは、サービスの質の維持・向上を図りながら経費削減効果をねらうという２つがポイントになって

おりますけれども、そのうち価格というのがかなり重視されておりまして、価格がかなり安いものが

入っていると。その結果といたしまして何が起こったかというと、企画が不十分であったのではないか

というようなことが出てきますので、受託者選定のときの評価の仕方を価格のウエートをもう少し低く

して、企画の質を向上させるという点数のウエートを重くするというようなことが必要ではないかと。そ
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ういうようなことを一緒にやっていったら、市場化テスト自体の効果が上がっていくのではないかと考

えておりまして、それも含めてこのような書き方になっております。 

○佐藤委員 ３つぐらいあるんですけれども、１つは創業・新事業展開と経営基盤強化のそれぞれに

ついて、重点化のやり方として都道府県等では対応困難な案件に限定すると書かれてあるのですが、

限定の中身と実際の運用の仕方なんですが、困難というもので限定しているわけですね。こういうこと

はうちがやって、これは都道府県という限定の仕方ではないので、そうすると、ある施策の中でも難し

いもの、都道府県等がやれないものは我々でと。これは利用者からそのことがはっきりわからないと

運用できない。これは都道府県に行ってくださいとやるつもりなのか。限定というのは実際上何を考え

られているのか、具体的な例がわかるといいと思うのですが、では、運用上はどうするのか。つまり、

困難なものを明示して、これはうちがやります、これは都道府県ですという役割分担が運用上やれる

のか。それともう一つは、かなり都道府県ごとに違いますよね。例えば、東京都とは正直言って相当

違いがある。だから、限定というのは何を考えられて、運用上どうされているのか。特に、利用者が困

らないサービス提供ができるのかというのを教えてください。 

○餅田企画課長 おっしゃるとおり、東京都と地方都市とでは求めているものがまるっきり違います。

私は前に福岡県にいたことがありますが、例えば、ベンチャーなどの分野でかなり県がお金をつぎ込

んでおりまして、対応能力というのが上がっております。一方である県は、まだまだほとんど対応でき

ていない状態で、こちらについて国がもっともっと支援してほしいというような状態になっています。し

たがいまして、おっしゃるように都道府県によって対応する内容がまるっきり違うということが起こると

考えております。それはそれぞれ県ごとに都道府県と調整いたしまして、どちらがどこまでやるという

ことを決めていくことが必要かと思います。 

 それでは、混乱が生じるなというところは、それぞれのワンストップ窓口、こういうところでどこまでや

るのだということをしっかり対応していくということを考えております。 

○佐藤委員 ベンチャーで県がやっていないので機構がやります、これはわかりやすいんですよ。ベ

ンチャーの中で難しいのは機構がやって、易しいのは都道府県という、困難というのはそういうイメー

ジですよね。これは難しいのではないかと。領域で分けるのはいいと思うのです。都道府県がやれて

いないところをうちがやりますと、それはこういうことですと明示できればいいのですけれども、「困難」

という言い方はベンチャー支援でも極端に言うと難しいのはうちがやります、簡単なものは都道府県と

いうイメージでとられますよね。もし、後者だとちょっと難しいかなと。この「困難」というのは何なのだろ

うと。やれていないという中で、サービスが提供されていない領域を提供しますというならわかるので

すけれども。 
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○滝本経営支援課長 もう一つ、例えば県域をまたがるような広域的なもの、例えば人材について言

えば偏在がありまして、県をまたがって、特に都市部から専門的な分野について供給してもらいたい

というような要望は結構ありまして、例えば、大阪府でもなかなか我々では対応できないような人材を

派遣してもらいたいとか、先ほどの高度なというものでも事業承継とか新しい課題であるとか、ベン

チャー支援の中でもＩＰＯ戦略に向けたかなり中期的な対応というものは、例えば、東京都でも国の方

にお願いしたいというような話がございまして、一般的な支援というのは各県の支援センターで対応し

ていただき、やや難しい案件、個別でいろいろ出てくるものはあるわけですけれども、その整理はこれ

から必要だと思うんですが、そういったものは国の方で対応できるようにしていこうということでござい

ます。 

○荒牧委員 イメージとして機構さんと都道府県が垂直型なのか、完全に横並びなのかがちょっとわ

からない。もし垂直型なのだとすると、まず一元的に機構さんの方に行って、アドバイスの結果として

都道府県に下りたり、あるいはこちらでやるということだと思うのですが、そのイメージが沸いてこない。

多分、佐藤先生も同じイメージだと思うのですけれども。 

○餅田企画課長 私がイメージしているのは垂直型の方です。機構には情報のネットの中でもすべて

の施策について載せておりまして、そういう点では機構にお問い合わせいただければ、その時点で各

都道府県との分担関係というのがわかると。逆に、都道府県ができない部分で機構にお願いしますと

いう案件が物すごくございまして、そこは窓口同士がしっかりわかっていて、そういうふうに対応してい

るというような状態だと思います。 

○荒牧委員 ありがとうございました。 

○佐藤委員 今のことで言うと、もしそうだったら、まず最初は都道府県に行けと、だめだったら機構と

いう感じですよね。ワンストップと言っているから、都道府県に全部行ってもらって都道府県ができな

いものを割り振ってもらうならまだわかりやすいんですね。困難なものをこちらがやりますという場合。 

 あと簡単なことで、一つは市場化テストのことについて、今回やっているところが必ずしも上手くいっ

ていない、ということなのですけれども、市場化テストにエントリーできないと思っているようなところも

結構あると思うのです。例えば大学とか。だから、ある程度こちらからエントリーしてほしいところに声

を掛けるということも大事だと思うので、地元の大学などもエントリーしてもらうようにして、これはお願

いです。 

 もう一つは、事業の調整で、例えば、海外見解の指導などをやられていると思いますが、伺うと出た

後は JETROがやっているというので、他法人との連携も考えていただければというお願いです。 

○伊丹分科会長 ほかにございますか。 
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○杉浦委員 保有資産の見直しのところで、職員寮等について「売却処分を実施済みであるが、その

他の職員寮についても、利用度を精査の上、利用率が低いものは売却処分する」と書いてありますけ

れども、既に売却処分済みのものはどのくらいあって、今利用度が低くて売却しなければならないと

考えているものはどのくらいありますか。 

○餅田企画課長 職員寮につきましては７か所ございまして、そのうちの１か所、八王子の売却手続

を始めています。「等」につきましては寮ではないのですが、区分所有のマンション等ございまして、両

方につきまして利用率を今後しっかり精査いたしまして、売却すべきものは売却するという計画をつ

くっていきたいと考えています。 

○杉浦委員 それで、利用度の精査というのは、これからやるんですか。 

○餅田企画課長 今現在の利用度は勿論わかります。中小機構は地方に 50％職員を出していて、

出入りが２年置きにありますものですから、今後どういうふうに入っていくのかとか、職員の中で結婚

して入るとか出るというのがあるものですから、そういうものを調べた上で見込みを立ててやっていくこ

とが必要かと思っています。 

○梶田総務部長 今、７棟のうち１棟の八王子は御案内のとおり売却手続中です。ほかも既に平成

18 年度中に利用度調査、処分計画、内部で検討会をつくりまして、そういう検討は実施いたしました。

１棟独身寮については売却を前提に登記の確認ですとか、いろいろな準備作業は内々に進めており

ます。それ以外の世帯寮につきましては、１棟の利用度が半分を切っておりますので、２つの棟でトー

タルして半分を切っておりますので、これを集合してはどうかといったような検討も進めております。そ

れ以外は、ほとんど利用度としては職員の引っ越しの関係で一時的に利用しない期間がございます

が、それを除けば利用しております。ただ、今申し上げたような点も含めまして、もう一度今後の職員

のニーズ等改めて再評価をして、今年じゅうに宿舎利用計画をつくり直すということを今考えていると

ころでございます。 

○杉浦委員 逆に言いますと、一番利用度が高いところで何パーセントくらいなのでしょうか。 

○梶田総務部長 入居率ですね。今現在 100％入っている寮もございます。 

○伊丹分科会長 したがって、杉浦さんが御心配なさっておられるようなことは、どうもなさそうでござ

います。 

 ほかにございますか。 

○荒牧委員 高度化事業の平成 22 年度末までに不良債権を半減させる目標というのがあるんです

けれども、この不良債権の半減という意味が、回収を促進して減らすということなのか、あるいは今後

新たに発生する融資の与信管理をやっていくことによって新たな発生をということなのか、あるいは償
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却してしまうということなのか、その辺を教えていただけますか。 

○餅田企画課長 それは全部でございます。例えば、今年度 580 億円削減しておりますけれども、そ

の中に回収が 115 億円だとか、償却が 85 億円だとかこういうものが入っておりまして、すべての案件

をチェックして対応できるものから一つずつやっておる最中でございます。 

○荒牧委員 財政状態が、回収の方はいいのですが、新たな償却などで悪化していく要素の一つで

はあるわけですよね。多額の償却が発生した場合に、リスクの一つというか。わかりました。 

○伊丹分科会長 ほかにございますか。 

○渡邊委員 是非これから中小企業基盤整備機構が夢のある組織になって頂きたい。中小企業基盤

整備機構は言うまでもなく、国レベルの唯一の中小企業支援政策に関する総合的な実施機関であり、

今回の中小企業機構の組織・業務全般の見直しに関する当初案につきましては、独立行政法人の整

理合理化計画の策定にかかわる基本方針の考えを尊重いたしますけれども、中小企業政策が決し

て後退しないように是非お願いしたい、と東京商工会議所が言っておりましたので、この場でお伝えし

ます。 

○伊丹分科会長 先ほど市場化テストの問題が出ましたけれども、すべての大学校に市場化テストを

行うということですら、さまざまな反響が大学校のある地元ではあるかもしれないような案件でござい

ますので、そこに踏み込んで、そこまで書いて中小企業大学校の全体が本当に日本の中小企業のた

めになるような新しい改革の糸口をつくりたいという意図も背後にあるようでございますので、これぐら

いの表現で当初案の文言としてはよろしいのではないかと私は思いましたが、そのほかに何か御意

見がございませんか。 

 それでは、明日開かれます親委員会でこの案を事務局から説明をしていただきます。ただ、親委員

会の場でこれに対して修正意見などが出る可能性があります。非常に大きな修正意見でしたら改め

て持ち回りか何かで分科会を開かせていただきますが、そういうことをすべきかどうかも含めまして、

分科会長に御一任いただけますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○伊丹分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局と御相談の上、必要な修正がある場合に

はしかるべく取り計らいたいと思います。 

 それでは、鈴木理事長の方からこの見直し案について、何かコメントがございましたら。 

○鈴木理事長 この案自体は、まさしく経済産業省の見直し案でございますので、むしろ私どもはこ

れをどういう形で実施するか、あるいは次の中期計画にどう反映するかだろうと思います。そういった

意味で先ほど出た２点、地方との関係あるいは市場化テストだけちょっと補足させて頂きますと、まさ
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しくこれをどういうふうに実施するかという利用者の視点からのルールづくりが大変だと思っておりま

すが、一つは、ワンストップサービスというものを３年前からやっています。これは我々がやっているか

やっていないかにかかわらず、どこに行ったらいいかという機能をどうするかという問題と、それから、

自治体とどう連携するかだと思います。 

 この１か月の間、私は５県の知事さんとお会いしました。そうすると、知事さんの感じは今の三位一

体等から言って、財政事情はそれほどなくて、特に商工関係に十分行かない。そうすると、国と県と市

との政策をどうやって、甘利大臣の言葉で言うと燃費効率を上げると、そういうことを知事さんがおっ

しゃっています。 

 それから、知事さんの立場からすると、商工部がいろいろやっているんだけれども、国全体なりほか

の県でどうなっているかという情報が欲しいので、そういう意味で、我々の支部と県で緊密に連携した

いということを言っていますので、そういう意味で、国が例えば今の事業承継とか事業再生をこうやっ

ている、あるいはほかの県はこうなっているという情報をやりながら、窓口同士でよく連携すると。その

ためには佐藤先生がおっしゃるように、一つのルールをつくっていただければいいと思うんですが、相

手の中小企業の方からすると、県なり市もそういうことであるとすれば、我々はガイド役という役割を

持ちつつ、県等がどうなっているかをちゃんと窓口同士でやり、かつ、知事さんとも連携するということ

が非常に重要かなというのをこの一月の間でも感じております。 

 それから、セーフティネットという面では、石川県と新潟県から地震の関係で最後の中小企業のとり

でというのは高度化事業とかファンドになりまして、今、知事レベルでもいろいろ言っています。そうい

う意味で各県がどこまでできるのか、それも 47 都道府県違うことを踏まえて、県知事なり商工部長と

よく連携を取りながら、利用者の視点で戸惑いがないような形をつくる、これが次の中期計画を踏まえ

て大事かなと。中小企業庁の方でも３類型のセンターの在り方をこれから議論すると言っていますが、

そういう大きな考え方の中で、実際にどう実施するかは我々の一つの課題かなと思っています。 

 それから、大学校につきましても、旭川の場合については経費の面と中身の面と我々機構という３

つのところがありますが、経費の面と我々の機構の人員が要らなくなったというところでは非常に経費

節減になっているのですが、サービスの内容、我々と委託を受けたところとの連携をやりませんと、彼

らに任せますとやはりその地域に合った研修計画をつくらないから受講率が低いと。ただ、我々の責

任でもあるのかなというのを最近は感じておりまして、その辺をあと１年半市場化テストする過程でど

うするか。 

 それから、佐藤先生おっしゃったように、ほかの地域については大学とか地元とそれぞれ話し合って

います。できれば、そういうところがコンソーシアムをつくってやっていただければいいなということで、
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今、旭川でこういうことをやっていますよということをほかの大学校の地域にも御説明しながら、もしも

こういう形で次期中期計画になれば、我々はかなり各方面に周知徹底しないと、いい市場化テストに

ならないのかなと。 

 私どもはやはり特殊法人時代と違って独法になったので、自律性・自主性を踏まえてトータルマネジ

メントになり、あるいは我々自身でコスト削減、サービスの向上ができるものは今回のこういう方向の

中で、私どもの３年間培ったノウハウを是非生かしていきたいと思っておりますが、いずれにしまして

も行革という大きな流れの中で、大枠につきましては環境方面で、我々独法として今後最善を尽くして

まいりたいと思っております。 

○伊丹分科会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、この議題１にかかわります議論はこれで終了させていただきます。中小企業機構の方々、

どうもありがとうございました。 

（中小企業基盤整備機構 退室） 

○伊丹分科会長 続いて、議題２の議論に入りたいと思います。これは７月５日に分科会を開催させ

ていただいて、分科会として決めました総合評価という原案を、実は明日の親委員会に私の方から報

告するわけでございますが、別の独法が既に７月 18 日に開催された評価委員会でそれぞれ分科会

の報告がございまして、さまざまに意見が親委員会からつきました。修正意見でございます。そういう

ことを踏まえまして、事務局から再度分科会でもう一度議論していただいた方がいいのではないかと

いうお話がございましたので、親委員会での議論の模様も含めまして、議論のポイントを御紹介いた

だいた上で、この分科会として明日の親委員会にどういう報告をするかということを改めて御相談した

いと思います。 

 

（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 今、課長から御説明があったのは、「業務運営の効率化に関する事項」、評価ウ

エート全体の中で 25％というもののＡをＢに直すべきであるという意見が親委員会で出てくる可能性

があると。といいますのは、随意契約の割合をどうウエイト付けて評価するのか、という点です。皆さ

んご意見をお願いします。 

○佐藤委員 随意契約だけの評価項目があれば別ですが、「業務運営の効率化」の他の項目と全体

でトータル評価をするのであれば、Ａ評価を変えなくてもよいのではないでしょうか。 

○杉浦委員 評価はＡのままにしておいて、随意契約の点だけみれば、Ａ評価は難しいけれども、全
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体を見たらＡであると、伊丹先生から上手く説明して頂ければ宜しいのではないでしょうか。競争入札

以降にすることによって事務量が増えることもありますね。それが結果的に税金を無駄遣いしている

ことにもなりませんか。 

○荒牧委員 私は親委員会に出席してましたが、随意契約だけが理由で評価を差し戻されたところは

なかったかと思います。 

○伊丹分科会長 それでは、明日私が報告する最初の原案は変更せずにＡのままで説明します。 

（「異議なし」と声あり） 

 それでは、以上で本日用意いたしました議題は終わりました。何か事務的な連絡がございましたら、

どうぞ。 

○餅田企画課長 今回の見直し案はこれから総務省、行革サイドで議論を続けますけれども、11 月

末か 12 月初めに決着を迎えるために、本分科会に改めて掛けたいと考えています。 

○伊丹分科会長 それでは、11 月下旬に分科会を開催することになると思いますが、よろしくお願い

いたします。本日の会議はこれで終了いたします。どうも有り難うございました。 


