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第２０回 独立行政法人評価委員会中小企業基盤整備機構分科会 議事録

１．日時 平成２１年７月１日（水）１５：００～１６：３０

２．場所 経済産業省別館３階 第４特別会議室

３．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、渡邊委員

（経済産業省） 高原中小企業庁次長､横田長官官房参事官､三宅企画官、最上企画官､

奈須野経営対策室長、久米政策企画委員、大竹産業施設課長補佐

（中小機構） 前田理事長、村田理事、山田理事、和田理事、占部総務部長

４．議題

（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成２０事業年度業務実績及び評価について

（２）独立行政法人中小企業基盤整備機構の第一期中期目標（平成１６年度～平成２０年度）の

業務実績及び評価について

（３）産業基盤整備勘定における国庫納付について

○横田参事官 皆様おそろいになりましたので、これから「独立行政法人評価委員会第 20 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、全員の委員の方に御出席をいただいておりますので、定足数を満たしているというこ

とを御報告いたします。

それでは、最初に、中小企業庁次長の高原の方から一言御挨拶を申し上げます。

（高原次長挨拶）

○横田参事官 それでは、本日の配付資料でございますが、資料の１、２、３、参考資料の１か

ら５、それからＡ３判で機構の自己評価とその参考資料をお配りしてございます。

それでは、ここから議事を伊丹先生の方にお願いいたします。

○伊丹分科会長 本日の議題は２つございまして、１つは中小機構の平成 20年度の業務実績及び

評価でございます。もう 1つは、第 1期の中期計画全体の業務実績の評価でございます。第２の

議題は比較的機械的に平均値を計算するルールがございますので、主な議題は議題１になろうか

と思います。

それでは、その説明を事務局の方からお願いいたします。

（資料１について、三宅計画官より説明）

○横田参事官 それでは、機構の占部部長の方から自己評価について御説明をいただきます。Ａ

３でお配りしています機構の自己評価及び参考資料につきましては、本件の御審議の後、回収さ

せていただきますので、あらかじめ御了承いただければと思います。それでは、占部部長、お願

いいたします。
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（自己評価について、占部総務部長より説明）

○伊丹分科会長 ありがとうございました。委員の方々には、既に評価シートの御記入を終えら

れて、事前に評価の結果を提出していただいておりますが、只今の御説明と中小機構の自己評価

をお聞きになって、御質問あるいは御意見がございましたらお願いいたします。

中小機構に対して、特段の御質問がなければ、評価の審議に入らせていただきます。

（前田理事長より挨拶）

○前田理事長 評価委員の皆様には、冒頭に中小企業庁の次長からもお話がございましたが、日

頃から大変厳しくも温かい御指導をいただいておりますことを感謝申し上げます。

おかげさまで、第１期の中期計画におきましては、第１には、私ども３法人統合後の職員の融

和ということが大変大事になるものですから、職員の融和と合理化に務めますと同時に、第２に

は、全国に９つの支部を置きまして、そこに職員の半数を配置して、中小企業にサービスを提供

できる体制を整えました。３番目には、農商工連携や中小企業の再生など、いろいろな新しい事

業が増えてきたのに対して、積極的に取り組んでまいりました。

スピードと情熱ということを指導のモットーとしておりまして、お客様により良いサービスを

提供できるように一生懸命頑張っております。中小企業の将来を信じて仕事をしている集団でご

ざいますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

○伊丹分科会長 ありがとうございました。それでは、中小機構関係者の方は御退席をお願い

します。

(中小機構関係者退室)

○伊丹分科会長 それでは、審議に入ります。

(「平成２０事後業年度項目別各委員評価結果表」を配付)

○横田参事官 今、あらかじめ委員の皆様に御評価いただいたものを一覧表として配らせていた

だいております。この資料につきましては、御審議いただくための参考ということでお配りさせ

ていただいております。中小機構に対しては、この資料について一切提示はしておりません。そ

れから、先ほどの補足説明資料と合わせて、審議終了後、この資料は回収させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

○伊丹分科会長 それでは、今配られました事前に御評価いただいた評価の結果表を見ながら進

めてまいります。個別の項目がございますが、それぞれに評価を求められておりますので、順に

評価をしてまいりまして、最終的に総合評価をする、そのような審議順序でよろしいでしょうか。
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（「はい」との声あり）

それでは、まず「業務運営の効率化」に関する事項（ウエイト 20％）でございますが、これは

６人の委員の中でお１人だけ、やや厳しめのＢという評価がございますが、全体を平均いたしま

すとＡの 0.8 に限りなく近い 0.767 ということになっております。これは最終評価をＡとするの

が委員会としては妥当かと思いますが、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、続きまして、「サービスの質の向上」に関する事項につきましては

細かく評価を求められておりますので、その４つについて、「期限の定められている業務」に至

るまで評価をしてまいりたいと思います。

まず、「創業・新事業展開の促進」についてですが、ウエイトは 15％です。これは全員の方が

Ａでございますので、ここはＡということにさせていただきます。

次の「経営基盤の強化」のところでございますが、これは意見が３段階に分かれました。ＡＡ

からＢまで存在するということですので、それぞれＡＡの方とＢの方には特に御発言をいただき、

最後に、平均すればＡになってしまうのですが、本当にそれでよろしいかどうか確認をいたした

いと思います。どなたからでも結構でございますので、ここについて特にＡでない評価をされた

方、御発言をいただけませんでしょうか。

○杉浦委員 私はＢをつけておりますが、これは基準のとり方でございまして、目標を達成して

いたらＢという考えでございます。目標は達成していると考えてＢをつけましたが、それをＡに

するまでの極めて優れたものがなかったように思ったのでＢとしたわけです。

○伊丹分科会長 目標を概ね達成にするとＢ、目標を上回って質か量かどちらかで達成している

とＡ、質・量ともに目標をかなり上回っている場合にはＡＡと、こういうことでございますが、

質ないし量においてかなり上回っているという判断はなかったということですか。

○杉浦委員 私はそのように思いました。

○伊丹分科会長 わかりました。もちろん結構でございます。ほかの方はございませんか。

○佐藤委員 ＡＡをつけさせていただきました。ここは客観的に結果が数字で出ているところな

ので、私は、数字を見る限り、かなりの程度目標を上回っているものが多く、そういう意味では、

客観的な数字で評価できるところですので、ＡＡとしたという感じです。

○伊丹分科会長 ここは質・量ともにというのが求められているのですが。

○佐藤委員 そうすると、Ａかもしれません。
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○伊丹分科会長 では、Ｂをつけております、加護野委員お願いできますか。

○加護野委員 基本的には目標は達成しているけれども、質・量いずれかで極めて高いというと

ころまではいかなかったということです。

○伊丹分科会長 私は実はもう１人のＡＡをつけた委員なのですが、ここの「経営基盤の強化」

のところには、先ほどの御説明にありましたように、機構が発足する時の中期計画には全く盛り

込まれていなかった様々な政策課題に対する対応がかなりの分量で入れ込んであります。これは

量において相当な御負担を機構におかけした上で、なおかつ事前の目標値をかなりオーバーして

おられるということで、この機構に続々と中小企業庁から飛び込んできた課題の多さを考えると、

これはＡＡでも良いのではないかと温かい気持ちで思ったということでございます。課題を投げ

た反省として、そこまでしなくてもいいとか、そんなにたくさん新しい課題は入っていませんと

か、何かご意見はございますか。

○高原次長 一度この分科会でもお話し申し上げたことがあると思うのですけれど、どうかと思

うぐらいに新しい課題を機構にお願いしたことがあります。分科会の先生方の中からも、あまり

にもいろいろ新しいものをどんどん追加し過ぎるのではないかという議論があったぐらいでして、

むしろ中小企業行政の落ち着きがないというような議論があったと同時に、そうであっても、更

にそれを自分で先取りするぐらいの柔軟性があっても良いという御意見もいただいて、更に厳し

い方もおられるのだなと思ったのですけれど、いずれにせよ、確かにいろいろなことを機構に依

頼していることは事実でございます。そういう意味では、中小企業庁本体も、それから機構も、

いずれも執行という面においては大変な重荷というか、何かそういうものを負っていることは確

かでございます。

○伊丹分科会長 私の記憶では、たしか中小企業庁の中期目標は一体どうなっているのだ、とい

う議論があったかと思えるぐらいに次から次へと新しい政策課題が出てきて、これは経済環境の

変化とも関係しますので、仕方のない議論かもしれませんが、そんな議論もあったように思いま

す。

今のＡＡとＢの方の御意見を聞かれて、Ａをおつけになった方、何か補足の御意見がございま

したらお願いします。

○荒牧委員 私なりに、このような両方の意見が出ると思い、Ａが落としどころだと思っており

ます。

○伊丹分科会長 渡邊委員、何かございますか。

○渡邊委員 特にありません。

○伊丹分科会長 そうしますと、荒牧委員の「落としどころ」という言葉で決着ということでよ

ろしゅうございましょうか。
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（「はい」と声あり）

○伊丹分科会長 それでは、２．はＡにさせていただきます。

次の「経営環境の変化への対応の円滑化」でございますが、ここはある意味、データで言いま

すと、きれいに半分に分かれました。0.35 というのは不等式でいいますと、どちらに入るのでし

たでしょうか。

（事務局より、Ｂとなる旨説明）

○伊丹分科会長 そうするとＢになる。経営環境の変化は、確かに何か目立ってよかったという

ことはなかったのかもしれないですね。比較的、今のようなルールの単純解釈で全員の平均点で

解釈しますとＢをつけるということになりますが、Ａという評点をおつけになった方、何か特段

ございますか。やはりそれでは可哀想だ、Ａではないかというような御意見はございますか。

○加護野委員 ここは２．とのバランスではないでしょうか。２．の評価の中でいろいろ新しい

課題が出てきた。それに対応しているということを３．で言うとすると、３．はＡでもいいと思

います。２．と３．というのは同じことを言っているような感じのところもなきにしもあらずで

すので。

○伊丹分科会長 先ほど言ったような新しい課題という意味では、オーバーラップしている部分

が結局あるのですね。

○佐藤委員 そうであれば、やはりＢのところをＡにするということですよね。ＡＡとＢのギャ

ップが大き過ぎるわけですから。

○伊丹分科会長 なるほど、両方ともＡでよかったのではないかと、そういうこともあり得るの

ですかね。それではここは総合点との関係もございますので後で振り返らせていただくことにし

て、今は保留させてください。次の４．のところとも関連するかもわかりません。

次の「期限の定められている業務」について、これは基本的には産業用地の問題ですが、経営

環境の悪化によってパタッと売れ行きが止まってしまった。それを一体どう評価するか、目標未

達であることはそのとおりですが、これはＡからＣまで分かれました。

○佐藤委員 私はちょっと甘かったのかなと思います。

○伊丹分科会長 ちょっとＡというのはないみたいですね。

○佐藤委員 でも、こんな状況では売れないのではないかと思ったのですが、目標は目標ですか

ら、私のところをＢとかＣにしていただくということで。

○伊丹分科会長 そうすると、仮にＡとつけてみたけれど、ちょっとやり過ぎだったということ
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で仮にＢとすると、Ｂが４人にＣが２人ということですから、ここはＢでよろしいですか。Ｃを

つけられた方がお２人おられますが、何か御意見がございましたらどうぞ。

○杉浦委員 私はＣですけれども、経済環境の悪化ということはありますが、中期計画が達成で

きなかったわけですから。中期計画を達成できなかったのに、達成したＢをつけるのはおかしい

ということでＣをつけました。

○荒牧委員 私も、同じ経営環境の悪化に伴うというのは、次の財務内容の小規模共済のところ

も一緒になりますが、そちらの有価証券とかの時価が下落したという話と、有価証券などは今後

の景気の回復で株価も回復するという見込みも当然あるわけで、それは長期的に見ていいのです

けれども、非常に短期でゴールが決まっていて、その短期目標を達成できなかったというのは、

より厳しめに見る必要があるのではないかと思ってＣにしました。

○加護野委員 今日の説明で説明していただいたのですが、それが達成できなかったのは、どち

らかというと営業努力の不足というよりも、一旦契約したところがキャンセルになったりしたと

いうこともあります。そういうことで言えば、ある意味では仕方がないことなのかなと、売れて

いるところを再度ほかに売るというわけにいきませんので。

○伊丹分科会長 営業努力を更にするわけにはいかない状況であったと。

○佐藤委員 確かに相手の都合でキャンセルされてしまった。

○伊丹分科会長 ポートフォリオのパフォーマンスの方は、それでももう少し儲かるものは何か

なかったのかというセオリーでは言えるけれど、これは言えないというわけですか。

○加護野委員 ええ。どうしても売れなかったというのであればしようがないと思いますが、一

旦売れたつもりになっていたものが売れていなかった。向こうからノーと言われたというのは、

非常に対応しにくいですよね。

○伊丹分科会長 実際に未達成率というのは 94.5％でしたか。８割しか届かなかったというのと

は確かにちょっと違いますね。そうすると、いかがでしょう。これは、先ほどＡを仮にＢにした

ため、ＢとＣは４人対２人になりますので、ここはＢということにさせていただきたいと思いま

す。

次に、３．の財務内容のところを議論してから、先ほど残しました「経営環境の変化への対応」

のところの議論をしたいと思いますが、ここはもちろんＡはありませんで、ＢかＣでございます

が、果たしてＢで良いかということでございます。実は杉浦さんと私が同じくＣで、私は、経営

は結果責任だから、環境のせいでパフォーマンスが達成できなかった理由はよくわかりますけれ

ど、これについてはあまりにも大きいということでＣとする。計画は達成しましたというのは何

か引っかかりがある。これはやはりＣではないかというふうに思いました。
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○杉浦委員 逆に、経済環境が良くてかなり利益が出た場合はＡＡをつけることになりますので、

損失が出た場合は、やはりこれは達成できなかったと考えざるを得ないと思うのですけれども。

○伊丹分科会長 これだけ巨額ですので。

○渡邊委員 そういう面では、私もＢですけれども、それだったらＣですね。

○伊丹分科会長 どういたしますか。Ｃにいたしますか。Ｃでよろしいですか。

（「はい」と声あり）

○伊丹分科会長 それでは、最後の「組織運営に関する総括的・横断的指標」のところは全員が

Ａでございますので、これはＡでよろしいかと思います。上に戻りまして、「経営環境の変化へ

の対応の円滑化」はどうでしょうか。そうすると、これはＡですか。上のＡＡの人が下に下りて

くるという感じのことを考えますとＡでしょうか。

○杉浦委員 私もＡで構いません。

○伊丹分科会長 よろしいですか

○杉浦委員 はい。

○伊丹分科会長 わかりました。個人の評価を変えていただくことはございませんが、総合的な

委員会での議論の結果としての評価はＡと。これで総合評価は何点になりますか。

○横田参事官 3.55 です。

○伊丹分科会長 3.55 というのは、ギリギリＡということですか。

○横田参事官 そうですね。

○伊丹分科会長 そういたしますと、最終評価の総合は 3.55 となりますが、評価は機械的に決

めなければいけないのですね。

○横田参事官 はい。

○伊丹分科会長 それでは、もう一度、一番上から最終評価の欄を復習させていただきますと、

効率化がＡ、創業・新事業がＡ、経営基盤がＡ、経営環境がＡ、期限の定められているものがＢ、

財務内容がＣ、組織運営がＡで、総合でＡと。この評価でよろしゅうございましょうか。
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（「はい」と声あり）

○伊丹分科会長 それでは、この後、第一期中期計画全体についての評価もしなければいけませ

んが、今、一応仮に決めました総合評価で計算しますと、結果として中期計画期間中はどうなり

ますでしょうか。

（「第１期中期目標・計画期間の評価表」を配付）

○横田参事官 今の評価を入れまして、第１期中期計画期間をトータルで平均しますと 3.76 と

いうことになりますので、総合評価はＡという形になります。

○伊丹分科会長 そういたしますと、各項目別の中期計画全体の評価のところでは、財務内容の

改善に関する事項だけがＢで、あとはＡということになります。財務内容の改善については、昔、

非常に良い評価だった時代もございましたので、これが要するにマーケットが変わったからＣに

なったということで、トータルでバランスがとれてここはＢというのが確かにほど良いところか

もわかりません。この中期計画全体の評価というのはこれでよろしゅうございましょうか。

そうすると、平成 20 年度は 3.55 のＡで、中期計画は全体で 3.76 のＡ。昔、４点ともＡとい

うときもあったのですがやり過ぎだったかもしれません。今さら過去に遡ってそういうことを言

うわけにもいかないのですけれども。

○最上企画官 基準も 18年度から変わりましたので。確かに厳しめにせよということになりまし

た。

○伊丹分科会長 それでは、比較的機械的な計算をするとこうなりますということで、これをお

認めいただければ、先ほどの平成 20 年度の分と合わせまして全て決定ということになりますが、

これ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 ありがとうございました。それでは、議題３はかなり形式的な議論でございま

すので、先にお願いいたします。

（資料３について、三宅企画官より説明）

○伊丹分科会長 これも法令で定められているので、ここで許可を出さなければいけないという

ことだけのことでございますので、お認めいただきたいと思います。

それでは、中小機構の方に入っていただけますか。

(中小機構関係者入室)
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○伊丹分科会長 皆さん、おそろいでございますか。それでは、評価の結果について御報告をい

たします。

機構の自己評価とほとんど一緒ですが、ただ１点が違う、そういう我々の評価結果になりまし

た。その１点と申しますのは、「財務内容の改善に関する事項」でございます。株式市場、資本

市場の暴落ということが主な原因であることは重々承知しながら、しかし、あまりにも大きな赤

字が出ているという結果を見て、これは目標を達成しているというＢ評価にするのは、やはり結

果責任を問われるべき経営としてはできないということで、実は同じような未達成ということが

産業用地に関してもあったわけですが、これは 95％近くの本当にわずかなところで、その理由が

キャンセルであるということもわかっているので、これは達成をしたというふうに判断してもよ

かろうということで、産業用地の業務についてはＢとしても、財務内容についてはＣと評価せざ

るを得ないというのが分科会の結論でございました。

したがいまして、改めて申し上げますと、「業務運営の効率化」に関する事項はＡ、「創業・

新事業展開の促進」はＡ、「経営基盤の強化」もＡ、「経営環境の変化への対応の円滑化」もＡ、

「期限の定められている業務」はＢ、「財務内容の改善に関する事項」はＣ、「組織運営に関す

る事項」がＡで、総合評価は以上の加重平均をとりますと 3.55 になりまして、滑り込みセーフで

Ａでございました。それが平成 20年度の我々の評価結果でございます。

以上のような結果を第１期の中期計画全体の平均的評価ということをルールに従いまして計算

いたしますと、「財務内容の改善に関する事項」がＢになることを除きまして、あとの全ての項

目がＡということになろうかと思います。

以上がこの分科会の結論でございます。

この結論につきましては、最終的に７月 15 日に予定されております経産省独立行政法人評価委

員会で審議されることになります。以上の結果の御報告は私から委員会にさせていただきます。

それでは、この評価の結果を受けまして、前田理事長から一言ございましたらお願いします。

（前田理事長より、挨拶）

○伊丹分科会長 ありがとうございました。

既に議題３は終わっておりますので、本日予定いたしました議事は皆さんの御協力で予定時間

よりも早く終了することができました。ありがとうございました。

また来年もこの関係の評価を皆さんにお願いすることになろうかと思います。御苦労さまでご

ざいました。それでは、散会いたします。


