
 1

第１３回 中小企業基盤整備機構分科会 

 

日時 平成１９年１２月５日（水）１４：００～１５：４７ 

場所 経済産業省別館３階 ３４６ 第４特別会議室 

出席者（委員） 伊丹分科会長、荒牧委員、加護野委員、佐藤委員、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、飛田経営安定対策室長 他 

（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 

   

１．議  題 

（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の組織・業務の見直し（案）について 

  （２）次期中期目標・中期計画の策定に向けた留意事項について 

  （３）その他 

 

○（事務局 餅田企画課長） 定刻となりましたので、ただいまから「独立行政法人評価委員会第 13

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。よろしくお願いします。本日は委員６

名中５名の委員が御出席ですので定足数を満たしております。 

 審議に入る前に、高原事業環境部長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） 

 

（事務局より配布資料の確認） 

 

○伊丹分科会長 それでは、今日は主な議題が２つございます。機構の組織・業務の見直しと、それ

から次期中期計画・中期目標の策定に向けた留意事項についての２つでございます。 

 最初の議題について、事務局より説明をお願いします。 

 

（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 それでは、いろいろな御意見があろうかと思いますので、どうぞ。 

 では、簡単な質問から。「調整中」という文言が１か所あるのですけれども、インキュベーション施設

で現在調整中とあります。ということは、ほかのところは調整が済んだという意味ですか。 

○餅田企画課長 ほとんどこの線で調整が終了している部分と、引き続き調整が必要な部分との違

いです。 

○伊丹分科会長 ほかにはいかがですか。 

○加護野委員 基本的には全体をきっちり整理する必要があるのではないかという感じはします。例
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えば、さまざまな業務に地方の、これは恐らく都道府県あるいは商工会議所レベルで一体何人の

人々がこういう事業に取り組んでいるのかというデータ、それを機構がどういうサポートをして、機構

の中で何人がそれに張り付いているのだろうかということをきっちりと数字を挙げた上で議論しないと、

かなり人の配分に関して間違ったことをしてしまう可能性があると思いますので、この辺のデータ整備

の方を是非よろしくお願いします。 

○伊丹分科会長 今の点は、実は私もちょっと気になったのですが、全国レベルの必要性があるもの

に限定するという書き方をしているわけだけれども、そのときの前提条件が地域の支援機関があると。

それで、機関があるというのと、機関がしっかりしているのと、しっかりした機関が機能しているという

のは全然３段階で違う話で、その点に留意すべきだと思います。 

○鈴木理事長 これからデマケを決めるということだと思うのですが、前回８月でもこの評価委員会で

中小企業の視点から考えたらどうか。つまり、あるなしというだけではなくて、それぞれ少しミクロのレ

ベルで、今の数字は３年前から毎年経営支援計画を各都道府県から出していますし、私どもの人員

配置は前に出してあります。 

 ただ、そのときにむしろ職員だけではなくて常勤型の外部専門家も最近増えていますから、それを

入れて今のような経営支援計画ベースで見ると、地方の各自治体にどのくらいそういう相談関係の業

務があってというのは、ちょっとお時間をいただければと思います。今までの議論ではやはり我々は

各支部において自治体と相談して、地方ができるならば地方で、我々は少ない人数で仕事だけ増え

るので、本当に地方がやってくれるのならばお任せしたいと思います。 

 地方の支援機関と具体的なデマケをつくっていく。作業が大事なのかなと。 

 ではこれをどう進めるかは御指摘のように経営支援計画が３年間ありますから、よく分析しまして、

そういう各論のベースに言っていただくと我々としては、現場は決して地方がやりたいことをやってい

るつもりはないものですから、その辺はむしろ連携という、まさしく我々各自治体とコラボレーションで

やるところで、そこは各論ではないかという気がいたします。 

○伊丹分科会長 そういたしますと、文言として全国レベルのものに限るという表現を入れておくこと

が適切かどうか。それで地方の中小企業の方が困らなければ全然構わないんだけれども、本当にそ

れでいいのかという問題ですね。 

○渡邊委員 今、聞いていて、中小機構は全国的なレベルで、地方のいわゆる中小企業の事務所と

いうのはそういう地方レベルでやっているという具体的な動きというのはあるんですか。 

○鈴木理事長 県によりましては、例えば東京都などは大変財政力もあってしっかりしていますから、

我々はほとんどむしろ東京都にお任せしています。あるいは、愛知県とかですね。 

 ですから、県によっても全然違うし、例えば大阪などというのは大阪府と政令市とあって、我々が調

整するときに大阪府だけではだめなんですね。政令市の意見も聞く。そういう意味では、中小企業の

人が例えば大阪市にいる場合にはどこに行くのか。大阪市の相談センター、大阪府は近くにあるんで

す。ですから、我々はそういう地方支援機関なり何かがやっていただけるならばそちらで、それは多分

そこの現場で私どもの支部と自治体がよく相談すれば解決する話だろう。そのときに大きな方針だけ

決めていただいてというのが今ちょうど進行形かなと我々は理解しています。 
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○伊丹分科会長 その進行形のお話と、この文言というのは何となく微妙に違いますね。これは全国

レベルに限定する文章になっちゃっていませんか。それでいいのかなということです。 

○舟木理事 その点に関しましては、私ども確かに懸念を持っておりますが、文言ベースで申し上げ

ますと、「地域支援機関では対応できない」という限定がまずあります。それに加えて、「全国レベルの

モデル事業など」という文言がありまして、そこで委員長の御懸念の幾分かは緩和できているのかな

という感じを持っているところです。 

○餅田企画課長 どういうことを書けばいいのかというのは、かなり議論させていただきました。 

 例えば、大阪府であれば中小機構へのお願いというのはＩＰＯに関するものがものすごく多いとか、

一方で福岡県はその分野については自分ができるよということでしたり、あるところは知財については

ものすごく多いんだけれども、それはできるところもあるというので、個別の分野で例えばそういうもの

を出して、高度なものとかというのを書くことも考えてみたんですけれども、横に 47 都道府県を並べて

みると、それがなかなかうまくいかない。 

 そういうことで、この落ち着きどころとしまして地域支援機関がほかのことができない真に必要なもの

に特化するというものなんですけれども、では例示も何もなければどういうものかわからないじゃない

かということで、一番わかりやすい例示を入れようではないかということで入っているのが全国レベル

のものということでございまして、調整の中におきましては全国レベルのものというのは例示という位

置付けになっております。 

○伊丹分科会長 この文章は例示という文章ではなくなっているから心配しているんです。 

○餅田企画課長 この部分は、あくまでも例示の部分で広がりを持っているところが真に必要なもの

というところです。 

○伊丹分科会長 行革サイドとの調整の結果となれば難しいかと思いますが、わかりやすい文章に

書き換える努力をしていただきたい。調整との関係でそれが無理ならばそれはやむを得ませんが。 

○高原事業環境部長 会長のおっしゃることはもっともだと思います。国と地方の分担は明確にして、

抽象的、規範的にそこをきれいに整理したいということで、この文章をぎりぎりのところで調整をしてき

ているわけです。 

 この分科会でおっしゃることは本当によく会長を始め委員の先生方から、我々にとっては大変力強

い、中小企業のために何ができるかということが一番大切なので、そこの原点にさかのぼって調整を

もう一度してみたいと思います。 

また今日整理していただいたことは、原点に戻れというご指摘をしていただいたものとして、施策を

講じていきたいと思っています。ありがとうございます。 

○伊丹分科会長 そういうことでよろしゅうございますか。ほかの点ではいかがでしょうか。 

○佐藤委員 中小企業大学校の官民競争入札なのですけれども、これまでのモデル事業も基本的に

は民だけ入札ですね。今度は官、この前、独法も入札するということでやることを考えている。そうす

ると、受託者をどう決めるかというところを、つまり官も一緒に入札したというところでどこに受託する

かということの基準等をかなりきちんとやらないとまた言われるので、その辺は来年１年かけて考える

ということでしょうか。 
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○餅田企画課長 官民競争入札でございますので、官も応募することができるという大枠の中でやる

ものでございます。したがいまして、中小機構の場合、中小機構が応札するのが妥当だという判断が

あれば、その中に加わってやっていくこともあり得るということでございます。 

○佐藤委員 基本的には入札するつもりはないと、その辺はどうなのですか。やるつもりなのか、もう

これは出してしまおうという考えなのか。 

○鈴木理事長 今の現行中期目標で、100 名の削減が必要。 

 そういう状況から考えると、今１個来年度準備するのを考えているのですが、我々はむしろ今15名く

らい使っている人数をできるだけ新しい業務の方に移したい。このために、当面は今もすごく業務が

多くて人が足りないものですから、できればいい手を挙げるところがあれば我々はいろいろなことを考

えたいというのが現状です。 

○伊丹分科会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○荒牧委員 ２点ございまして、まず先ほどの議論で地域とのデマケのところなんですけれども、そち

らの上の方に「両者の役割分担を明確にするものとする」とあるのですが、これも後々の評価の際の

具体的なイメージとして確認だけさせていただきたいのですが、「明確にする」というのは例えば大阪

府に関してはこれはもうＳＭＲＪはやりませんよということを明確に使い手である中小企業に対してホ

ームページとか、そういうもので具体的に出してしまうところまでを想定しているのか。あるいは、何か

案件がきたときに御紹介するとか、どの辺のことなのでしょうか。 

○餅田企画課長 そこにつきましては、これから議論したいと考えています。個別にどこまでそれが整

理できるのか。県ごとでいきますと 47 県ございますし、ではブロック単位かと言われるとブロック単位

でいけば格差があるところがございますので、どこまでやるかはこれから中で議論させていただきまし

て、またそれを御報告させていただければと思います。 

○荒牧委員 余り細かいそういう開示を想定、読み方によってはどの程度までかというのは程度がわ

かりませんので、見ようによっては評価のときに厳しくとられる可能性もあるのかなとちょっと思ってい

る次第です。 

 もう一点ですけれども、小規模共済の約 4,900 億の欠損金を解消する削減計画ということで、25 年

度までに欠損金の解消ということで、実際には５か年で平均的に解消していくおつもりなのか。あるい

は、結果としてはどんどん終わりの方にしわ寄せがいくというイメージなんでしょうか。 

○飛田経営安定対策室長 経営安定対策室長をしております飛田と申します。共済を担当してござ

います。 

 共済の資産につきましては、中小機構の方で資産運用委員会というものを毎年開いてございまして、

資産運用委員会が作成しました基本ポートフォリオに基づきまして資産を運用してございます。ここに

書いてございますスケジュールというのは、現在のシミュレーションで言いますと幾つか条件がござい

ますけれども、今の条件、例えば予定利率１％とか、そういうものが確保された上で、平均的なものと

して見れば平成 23 年度くらいには解消できるのではないかというシミュレーションがございます。 

 資産の運用が非常に大きなウェートを占めますものですから、そういう意味で言えば資産の運用に

大きく影響されることになろうかと思っております。 
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○荒牧委員 そうしますと、そのシミュレーションはあるものの、実際にはそういった不測の事態等も

ありますので、株価ですとかいろいろな影響を受けますので、実績ベースで解消できなかった部分と

いうのは平成 25 年度にどんどん後ろ倒しになっていくということですか。 

○飛田経営安定対策室長 そこは資産運用委員会の方でも第２期中期目標中には解消するような

形で基本ポートフォリオを考えていかなければならないと考えておりますので、できるだけ後ろの方に

負担がかかるような計画の立て方は少なくともしないようにと。 

○荒牧委員 わかりました。ありがとうございます。 

○伊丹分科会長 ほかにはございませんでしょうか。 

 では、私の方から１点だけ、これで本当に大丈夫なのかという確認のための質問ですが、組織の見

直しのところで人員の合理化の話であります。 

 もともとの指摘事項の紙を見ていただきますと、これはある意味で大変重要なことが書いてあって、

現中期計画で示した水準以上の人員の合理化を図ると書いてあります。現在の中期計画は３つの法

人が合体してできて、なおかつ止める事業も予想されていたわけですから、人員の合理化というのは

そういうことを盛り込んでかなり踏み込んだ数字が出ていた。それと同じこと以上のことをやらなけれ

ばいかぬという指摘だったんだけれども、今日皆さんに御審議いただいている見直し案を見てみると、

そこのところは合理化目標を次期中期計画に盛り込むものとするという表現になっているんです。 

 これはこれでいけそうなんですか。 

○餅田企画課長 そこについても、かなり議論はさせていただきました。今、分科会長がおっしゃるよ

うに、現中期計画は３法人の統合効果ということで、総務部門についてかなりの人数の合理化がなさ

れております。また、その他部門につきましてもかなりの合理化がなされてきておりますけれども、そ

の統合効果というのが次期計画にはないということ。それから、その他の部門につきましても具体的

にどのくらいのものがイメージされるのかということを議論し、更に今後増えるであろういろいろな新規

施策の予定等々を踏まえまして、今段階でこの水準を示すことは困難と考えます。これから具体的な

個別のものの計画、それから新たなものの計画等々、すべてを積み上げた上で、ここについては判

断できることになるということで、この文言は入っておりません。 

○伊丹分科会長 わかりました。 

○佐藤委員 「給与水準の適正化」というのは一律のものが入るということですか。 

○餅田企画課長 そういうことです。 

○佐藤委員 それで、これは人件費総額の５％以上削減というのが後ろにありますね。中にも人件費

削減があるし、人員も計画以上に減らせということはあるのですが、行革サイドの考え方としては総額

人件費を減らし、頭数を減らして１人当たりを増やしてはだめなんですね。つまり、頭数を減らし、総額

人件費を減らして１人当たりが増えるのもけしからぬという考え方なんですか。全部減って頭数が減っ

ているでしょう。１人当たりの給与が上がってもいいという考え方は一切ないですか。 

○餅田企画課長 そういう考え方はしておりません。ラスパイレスはラスパイレスとして別途やっていく

べしと。 

○佐藤委員 そうすると、モチベーションは全然出ないということですね。 
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○鈴木理事長 ほかの部門と違って、私どもは人員を縛られている。他の独法は今、先生がおっしゃ

る人件費ですね。そういう意味では我々は三重の基準で、ラスパイレス指数を低くするのと、人員を中

期計画に書いてあるように達成するのと、人件費を５％以上やると、この３つを同時達成しなくちゃい

けないというのが我々の今、置かれている状況と思って一生懸命やっているところです。 

○伊丹分科会長 それでは、分科会長として今日の審議を取りまとめたいと思いますが、皆さんの御

意見をお伺いして、先ほどのようなこういうことは是非努力してくださいというような注文もありましたけ

れども、基本的にはこの見直し修正案について当分科会としては了承をして、12 月 19 日の経産省の

独法評価委員会に出したいと思います。当日の本委員会の場で、前回と同じ限定でございますが、て

修正意見が出てきたら、私と事務局で相談の上、修正させていただくということでよろしゅうございまし

ょうか。 

 それでは、この議題は終えさせていただきまして、次に「次期中期目標・中期計画の策定に向けた

留意事項について」に移りたいと思います。 

 

（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 この議論をこの分科会でしていただいております目的は、我々は第１期の計画期

間の目標策定からそれの評価というプロセスを担当してきた分科会でございますが、その次の第２期

の中期目標をつくったり計画策定をなさるときに、我々の経験からこういうことを留意していただいたら

いいんじゃないかというふうなタイプのことを何か分科会として議論しておく必要があると思ってこんな

議題の設定をさせていただいたわけでございますので、どうぞこういう個別の事柄についての具体的

な話にとどまらず、より一般的な中小機構全体のマネジメントの話について、基本的な在り方につい

ても御意見がございましたらどうぞこの段階で留意事項として指摘しておいていただければ幸いだと

思います。どうぞ。 

○渡邊委員 産業用分譲業務ですけれども、これは 20 年度末の目標が 900 から 650、250 ヘクター

ル販売するという形になっているんですが、私などの感覚的な問題から言うと、だらだら売っていても

ほとんど売れないのではないかと思います。そうすると、あと５年で売るよりも、ある程度期限を決め

て住宅にできるところは住宅にする、あるいはどうにもならない野原だったら本当に野原に戻してしま

うとか、そういうような判断というものをこういう長い期間ではなくもうちょっと早い期間にやった方がい

ろいろと効率的なのではないかということがまず第１点です。 

 それから、さっきふと思ったんですけれども、今、中小企業の事業承継という問題もあるんですが、

それとともに私などは商工会議所でやっていると後継者難で後継者がいない。息子は継がない。だけ

ど、会社はやっていきたい、あるいはだれかに譲りたいというような中小企業は結構多いと思うので、

そういうようなファインディングというんですか、そういうような業務というものを何か機構でできないか

ということをぱっと思い付いたので、それだけ申し上げておきます。 

○福岡産業施設課長 地域経済産業グループの用地を担当している者でございます。 

 おっしゃるとおり、産業用地は次期計画で５年かけて売るよりも早く方針を決めた方がいいのではな
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いかというのはまさにそれは御指摘のとおりだと思います。 

 ただ、足下がそこそこ売れているという要因もございます。といいますのは、16年度、17 年度、18 年

度まで毎年100ヘクタールを超えて 150ずつぐらい売れてきて、この２、３年景気がよかったということ

もあるんですけれども、そういった状況も踏まえて、まだいつぱっと売り始めるかというところの状況を

見つつ進めていきたいと思います。 

 ただ、おっしゃるとおりだらだらと最後までやればいいというものでないことは重々承知しております

ので、景気の動向を見つつ、柔軟に対応していきたいと考えているところでございます。 

○伊丹分科会長 ほかにはございますか。 

 この機構は考えてみますと３年前に３法人が統合して発足して、その統合後の統合プロセス、組織

としての一体になるプロセスというのが一番大切な問題だったと、佐藤先生もよく御指摘なさるのです

が、そのとおりだと思いますけれども、そういう時期をきちんと過ごされた後にその次の中期計画でよ

く書くのは、企業の発展計画だったらさらなる飛躍とか、さらなる発展のために一体将来に向かっての

基盤をどこへどうやってつくっておこうかとか、そういったタイプの話が出てくるはずなんですね。既に

やっている業務はこうやりますというだけではなくて、そういったタイプの話をどう考えるかというのは、

普通の企業の成長の計画とか中期計画とのアナロジーで言うと足らないなという感じがいたします。 

 例えば、将来に向けていろいろな新事業が経営支援部会から出てきてしまうわけです。そうすると、

機動的にそれに対応しないと国の政策への実行機関としての役割を果たせないとすると、従来やって

いるはずの業務と入ってくるであろう新しい業務、しかし具体的には今わからない業務との間の機動

性を確保するためにどういう準備をしておくべきかとか、そういったことがないとやりにくいかなと。そ

んな準備はできないのかもしれませんし、その場で頑張るしかないんだということなのかもしれないん

だけれども、何かそういうことがあってもいいような気がします。 

○鈴木理事長 中期計画の特色は、１つ数値目標を書くということですね。この数値目標をどうするか

で、この数値目標には実は２つあって、今の人員とか予算とか、いわゆる共通の行革からの視点と、

それからいわゆる達成する、何をやるためのということでよく言われます満足度とかですが、この数値

目標を次の中期計画にどうつくるかが実は私ども一番関心があるわけです。 

 そのときに、まず行革を前提とした既存業務で新規業務を考えずに既存業務がまずあって、それを

合理的に縮小の方向がある。ところが、我々中小機構はちょっと特殊で、法律等に基づいた予算で新

規業務がものすごくある。ここをやる独立行政法人というのはそんなにないんです。 

 だから、これが中期計画をつくるときに数値目標という形で出てくるわけで、つまり人数をどうするか、

予算をどうするか。一言で言えば、我々の予算は独法として弾力性を持てた。交付金も繰越しできる

し、委託費も手を挙げれば取れる。 

 ところが、人員だけは数値目標で５年間で 100 名減らせ。新しい業務になってもその中で既存の業

務、いわゆる中期目標で考えていなかった以上に業務をスクラップして人数を出してやるか。その弾

力性は我々もスクラップ・アンド・ビルドと、それからいかに外部の専門家を使うか、アウトソーシング

などですね。 

 これを一生懸命３年間やってきたのですが、次の５年に新規業務がある程度想定される我々みたい
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な機構のときにどうするか。人数のところだけ見てもらうのが一番いいのですが、人の縛りは絶対で

あるのに対し、予算の方は逆に弾力性がある。だから、どうするかということで。 

○伊丹分科会長 そこのところをどうするかということを考えないといけないんじゃないかというのが私

の指摘なのですが。 

○高原事業環境部長 今日の分科会長のお話は大変重いお話ばかりです。第１点は本分を忘れる

なという御指摘。それから、今、こういう留意事項という形だけではなくて、むしろ本当に進むべき道は

何かということを考えろということでございます。 

 これも確かにおっしゃるとおりでございまして、そういう議論を進めさせていただきたいと思うし、今日

はそこの準備が正直申し上げてできていないということで、非常に大きな御指摘だと思います。 

 それで、これは何も私どもの議論の障害であるという意味で申し上げるということではないんですけ

れども、我々の施策も今年は例えば事業承継というのがさっき渡邊委員からございましたが、税制を

始めとして、あるいはマッチングなどもそうなのでございますけれども、大変大きな話題になっておりま

す。それから、多くのメニューが出てきて、私どもの行政の政策のサイクルというのは大体１年ごとに

新しい法律ができたり、予算ができたり、税制ができたりという形で、それを今、鈴木理事長が言われ

たとおり、大宗のものは機構でやられている。それがゆえに冒頭のごあいさつで申し上げたような整

理合理化というよりも、むしろ大変な御理解があることも今回の議論の中で解りました。 

 しかしながら、では５年後の年度の政策というのは確かに予想できないんですが、やはりそうは言っ

ても予測性の弱い我々官庁の組織の中でももう少しどういうアイデンティフィケーションを持ったらいい

のか。そして、それを持つための機構の柔軟性をどういうふうにとったらいいのかということについて、

もう少し本格的に議論をさせていただくということで、大変恐縮ですが、基本に戻れということだと理解

をさせていただいて、これからこの留意事項にとどまらずに矮小化されないような議論を私どもはさせ

ていただきたいと思っております。 

○加護野委員 今のことに関しまして、やはり将来に向けた人材をプールしておく場所をきっちり考え

ておくというのが１つのソリューションになるんじゃないかと思います。中小企業大学校などというのは

そこへ将来必要な人材をうまくプールするという方向で考えたらいいんじゃないかと思いますが。 

○伊丹分科会長 アイデアとしては是非使っていただいて、でも大学とか、そういうところに入れると

人材育成に注力する必要があります。 

○伊丹分科会長 留意事項についてはこれで、次の議題に移ってよろしゅうございましょうか。 

 それでは、まだ報告事項等があるようでございますので、まず中小企業生産性プロジェクトについて

お願いいたします。 

 

（事務局より資料５、６、７について説明、以下質疑応答） 

 

○伊丹分科会長 以上、さまざまな政策との関連で行われております中小企業基盤整備機構の活動

を御報告いただきました。何か御質問はございますでしょうか。 

 この分科会は機構の業務を整理するプロテクトする役割もあるのではないでしょうか。 
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○渡邊委員 非常に小手先で見られそうな政策ばかりが導入されているけれども、しかし、機構が本

当にやるべき問題はじっくり腰を据えて本質的な問題にきっちりと手を打っていく。それがやはり必要

だから業務を整理するというのは必要だと思います。 

○佐藤委員 経済産業省はこれがもう大事だと言って政策を打ち出し、機構に仕事を振ってくるので

しょうが、機構はどのように対応されているのでしょうか。 

○鈴木理事長 中小企業庁の実施機関は金融を除くと我々だけになっちゃったんですね。ですから、

中小企業庁と我々で、新たにやるべき業務と廃止すべき業務の整理を提案しているんです。 

○餅田企画課長 ８月の分科会のときに、今後どういうことをやらないといけないのかという一番大き

な議論の中で、中小企業庁の施策の整理という話もさせていただいたかと思います。ここにつきまし

て、この整理合理化のラウンドが終わりつつありますので、それは今後集中的にやっていきたいと思

います。その中で、国の中でも地域の支部局にどういうものを任せるのか。それから、では実施機関

として中小機構と、あとは商工会議所、商工会等々ございますので、そういうところとの関係をどう整

理するのか。 

 それから、官と民ですね。これは市場化テストというのが代表選手かもしれませんけれども、それ以

外のものにつきましてもどういうふうにしていくのが妥当なのかということを議論し、それを踏まえなが

ら、中小機構の個別の事業につきましてどういうふうにやっていくのかということも今後議論をさせて

いただければと思います。 

○鈴木理事長 企業立地促進とか、産業地をどうするか。産業地の方は少なくとも６年くらいで終了す

ることになっているんですが、それに関連して地域のニーズはむしろ団地をつくるのではなくて企業の

情報ですね。つまり、各県にどんな企業が行きたいという立地情報というのは新しい法律でもいろい

ろと、それも少しまた我々もやり始めている。 

 そういう意味で中小企業だけではなくて経済産業省における地域政策のある部分も我々はまた実

施機関になっています。 

○岸本経営支援課長 中小企業庁の経営支援課長の岸本でございます。支援部会の事務局を務め

る立場から、今日の御議論について少し発言をお許しいただきたいと思います。 

 経営支援体制ですけれども、これは経営支援法あるいは経営支援計画という形で国と機構と各県、

この間をコーディネートするということが法律上措置をされているんですが、実は今回地方分権の議

論も並行してずっと行われてきたわけですが、冒頭に加護野先生がおっしゃっていた御意見で、各県、

商工会議所、機構、どれくらいの行政サービスをどれぐらいのコストでやっているのか。ここは県がも

っとやったらいい、ここは国がもっとやってほしいという対話をもっとするべきではないかという御意見

が出ておりまして、これは来年の３月には次回の経営支援計画を策定することになるんですけれども、

20年度と次期中期計画が始まる21年度の２年間にわたって経営支援計画のつくり方をかなり変えて

いきたいと思っております。そこの対話を重ねることによって、役割分担ですとか、人員配置の合理化、

合理性というものを出していきたいと思っております。 

○伊丹分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移りたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。それでは、中小機構さん
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から契約実績についてお願いします。 

 

（事務局より資料９について説明） 

 

○伊丹分科会長 ありがとうございました。それでは、その次も類似の性格のものかと思いますが、

中小機構さんから契約の実績についてお願いします。 

 

（中小企業基盤整備機構から資料１０、１１について説明） 

 

○伊丹分科会長 この件について特に御質問はありませんが、最後に鈴木理事長から一言お願いし

ます。 

○鈴木理事長 冒頭の独法の整理合理化案につきましては、私どもはやはり実施機関でございます

ので、国の方で大きな方針を決めていただければ、それに基づきまして全力を挙げたいと思っており

ます。 

 １点だけですが、逆に業務があるにもかかわらず人が減るという中で、今、私どもは外部の専門家

を活用したり、アウトソーシングをやるのですが、職員との間ではむしろそこをどういうふうにやるかに

よって職員の質が低下するのではないか。私どもとしては、これからこの実施に当たって業務と予算

はある。しかし、人はいない。そうすると、やはり対外的な人を使って中小企業の方、地域の方へのサ

ービスは絶対下げない、あるいはファンクションは維持する。しかし、その中で職員にとってどんどん

重要なところは外部の専門家にいってしまう、あるいは今までやってきたことをアウトソーシングする。

その辺の転換と質の向上、あるいはモチベーション、この辺が多分これから我々にとって一番マネジ

メントのところで大きいと思っていますので、今日の議論も踏まえながら年末に出ます国の方針に従

いまして、地域と中小企業の方々のための業務ということで一層努力と知恵を出していきたいと思っ

ていますのでよろしくお願いいたします。 

○伊丹分科会長 大変ありがとうございました。 

 それでは、これで一応議事の日程は終了いたしました。事務局から何か連絡がございますでしょう

か。 

○餅田企画課長 今後の日程でございますけれども、次回は、２月から３月の適当なタイミングで分

科会を開かせていただければと思います。 

 今回の見直し案でございますが、１年前倒しということでやっておりますので、実際に地域計画及び

目標の案の細かいものを出すのは来年の 12 月くらいなんです。再来年の２～３月に正式決定をしま

して、再来年の４月から次の計画期間ということになります。それまでの間、しっかりと議論をして、い

いものをつくらせていただければと思います。 

○伊丹分科会長  それでは、以上で 13 回目の分科会を終了させていただきます。ありがとうござい

ました。 


