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第２２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２３年２月９日（水） １５：００～１６：０５

２．場所 経済産業省別館９階 ９４０号会議室

３．出席者

（委員）伊丹分科会長、加護野委員、佐藤委員、杉浦委員、渡邊委員

（経済産業省）豊永中小企業庁次長、宮本参事官、三宅企画官、丸山経営支援課長、

斉藤産業施設課長、横尾経営安定対策室長

（中小機構）前田理事長、草桶理事、櫻井理事、古瀬理事、和田理事、広瀬理事、

笹岡総務部長

４．議題

（１）独立行政法人に関連する最近の動向等について

（２）独立行政法人中小企業基盤整備機構の第二期中期目標の変更について

（３）独立行政法人中小企業基盤整備機構の第二期中期計画の変更について

（４）独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務方法書の変更について

（５）中小企業基盤整備機構の国際化支援の取組みについて

○宮本参事官 それでは、定刻になりましたので、これより第 22 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」を開催いたしたいと思います。

本日は荒牧委員が御欠席となっており、現時点で４人、加護野委員がお見えになって５

名でございますので、分科会としての定足数を満たしていることを初めに御報告いたしま

す。

まず、中小企業庁の豊永次長から御挨拶がございます。

○豊永次長 中小企業庁の次長をいたしております豊永でございます。開会に当たりまし

て、一言御挨拶いたします。今日はお忙しい中、各委員の方、ありがとうございます。本

日の審議内容は、昨年７月にこの会議を開かせていただいた以降に、事業仕分けがござい

ましたので、それに伴う中期目標等の変更でございます。よろしく御審議のほどをお願い

申し上げます。

この機会に私が少し申し上げたいのは、機構について幾つか仕分けの対象となって、手

当てをしなければならないのですが、他方で、中小企業庁と機構は新しいことにも取組み

を広げていこうと思っていることです。その一つが中小企業の海外事業展開を支援すると

いうことでございまして、ＪＥＴＲＯと並び立つ中核機関として、地域の中小企業の海外

への展開を支援していく、その役割を機構に大きく担ってほしいと思っております。

もう一つは、今度、通常国会で法律改正をしたいと思っておりますけれども、各地域に

中小企業再生支援協議会がございますが、中小企業同士の、Ｍ＆Ａという言葉が適切かど

うかはわかりませんが、事業引継を行う窓口を設ける、要は後継者のいない中小企業で、
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どこかで技術と人を使ってくれるといいなと思っている企業がいらっしゃるとすると、そ

ういうものを使って新しい事業分野に出ていきたい、早く手際よく事業を拡張したいとい

う企業とマッチングさせるということを、機構の業務の一つに追加して全国展開を図って

いきたいと思っております。

今日は、御審議により仕分けで御指摘いただいた幾つかを中期目標・中期計画で手当て

させていただくわけですが、そういう新しい部分も機構に御協力をいただきながら新しい

中小企業施策として取り組んでいるということを御紹介して、御挨拶とさせていただきま

す。

○宮本参事官 ありがとうございました。

それでは、初めにお手元の資料の中に配付資料一覧表がございます。資料は１～９、参

考資料は１～３、大部の資料で恐縮でございますけれども、一つひとつ御確認いただく時

間はございませんので、恐縮でございますが、説明の途中でも結構でございますので、万

が一、不足・不備等がございましたら、いつでもお知らせいただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

なお、資料の中の参考資料１につきましては、場合によっては表に出ると誤解を招く部

分等もございますので、恐縮ですが、分科会終了後、回収させていただきたいと思ってお

りますので、御容赦いただければと思います。

それでは、議事の進行を伊丹分科会長にお願いしたいと思います。

○伊丹分科会長 本日の分科会を始めさせていただきます。先ほど豊永次長から御挨拶が

ございましたように、前回、会議を開きました後に行われました事業仕分け等に基づく政

府の決定がありまして、それに平仄を合わせるために、中期目標とか中期計画など、さま

ざまな変更をしなければならない案件を処理する必要が生じましたために、大変申し訳な

く思いますが、会議を招集させていただきました。

それでは、その仕分け等の内容につきまして事務局から御説明をお願いしたいと思いま

す。

○宮本参事官 改めまして、中小企業庁の参事官の宮本でございます。座って説明させて

いただきます。資料としては、資料１、資料２でございますが、それに先立ちまして、ま

ず、これまでの仕分けの経緯等につきまして簡単に御説明いたします。

中小機構につきましての仕分けは、一昨年になります平成 21 年 11 月に第１回目の事業

仕分けがございました。これにつきましては、独立行政法人の交付金についての見直しと

いう結論をいただいておりました。

それに引き続きまして、昨年４月に第２回目の仕分けがございました。これによりまし

て、高度化事業につきましては規模の縮小、ファンド出資事業についても事業規模の縮小、

それで両事業に係る一般勘定について 2,000 億円程度の国庫返納をするべきであるという

コメント、それから、中小企業大学校につきましては、事業の実施を各自治体・民間の判

断に任せる、こういうコメントをいただいていたところでございます。
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今回御報告申し上げますのは、それに引き続きました第３回目の仕分け、いわゆる再仕

分けと言われるものが昨年 11 月にございました。それまでは事業仕分けの項目が幾つか

あったわけでございますが、この再仕分けにおきましては１つだけ、一般勘定の資産、先

ほど申し上げました 2,000 億円の国庫納付だけが仕分けの課題になっておりました。

2,000 億円の国庫納付につきましては、この仕分けの場におきまして、経済産業省とし

ましてもその方向で話をさせていただきましたが、その代わり、４年間で分割して国庫納

付するという提案をさせていただいたところでございます。

その理由といたしますのは、確かに一般勘定におきましては 2,000 億円という資金が、

余っているといえば余っている部分もあるかもしれませんが、ただ機構全体の経理を見ま

したときに、小規模事業共済に巨額の繰越欠損金がある中、純資産全体を見たときには決

して潤沢と言えるものではないため、機構全体で債務超過等のリスクがないような形で返

納したいという趣旨でそういう提案をさせていただいたところでございます。

この具体的な提案について、事業仕分けの場でもそれを評価する声があった上で、資料

１にございますようなコメントをいただいております。

真ん中にございます「ＷＧの評価結果」でございますが「可及的速やかに 2,000 億円を

国庫返納する」となっております。その下に「とりまとめコメント」がありますが、先ほ

ど申し上げましたように、仕分けを行う前に積極的に提案があったということは評価した

上で、速やかに 2,000 億円を国庫に返納するというコメントになってございます。

それから、この事業仕分けの結論だけではなくて、その後、中小機構だけではなくて、

すべての独立行政法人についてですが、今後の事業見直しはどうあるべきかということを

政府全体で議論しておりまして、その結果が資料２としてお配りしております、平成 22
年 12 月７日の閣議決定「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」でございます。

この前半の方は、独立行政法人すべてに共通するような事項について横断的に整理され

ているわけでございますが、その後ろの方に独立行政法人ごとに具体的な見直しの項目が

掲げられております。今、お手元にございます資料には、そのうち中小企業基盤整備機構

の分だけを付けてございます。それについて簡単に御説明したいと思いますので、恐縮で

すが、後ろの２ページの「経済産業省」「中小企業基盤整備機構」という横になっている表

をご覧いただければと思います。

全体の項目は、【事務・事業の見直し】と【資産・運営等の見直し】の２段階に分かれ

てございます。

主なものだけ御紹介しますが【事務・事業の見直し】で申し上げますと、事業仕分けで

も一時議論になりました「03 ファンド出資事業」。これは平成 22 年４月の事業仕分けの

結果を踏まえまして、地域応援ファンドは廃止し、起業支援、成長支援、転業・再生支援

等を強力に支援できる施策メニューに重点化を図り、事業規模を見直す、ということで既

にこの方向で機構でも動き出しているところでございます。

「04 インキュベーション事業（施設の整備・運営）」。これにつきましては、将来的に
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は自治体等に施設及び事業を順次移管する方向で検討を開始する。特に、入居率の低いも

ので、将来的にも改善見込みがない施設は廃止または自治体等へ移管する。

「05 研修事業（大学校）」。これは中小企業大学校でございますが、これにつきまして

は、過去の仕分けの場では自治体・民間の判断に委ね、彼らが引き受けない場合は廃止と

いう議論だったのですが、最終的な閣議決定では「中小企業大学校については、自治体・

民間との調整を進めつつ、中小企業に真に必要な研修の機会を維持するとの前提で、廃止

も含め、効果的・効率的な研修の在り方について検討し、具体的な結論を得て実施に着手

する」という文言に落ち着いております。これを踏まえて、これから検討するということ

になってございます。

その下の「06 高度化事業」。これも過去、仕分けで議論になったものでございますが、

これについても平成 22 年４月の事業仕分け結果を踏まえ、「連鎖化事業」や「経営改革事

業」など、政策意義が低下した事業については廃止する。現在、これも既に機構では、こ

の方向で検討が進んでいるところでございます。

それから、【資産・運営等の見直し】の項目で、不要資産の国庫返納の最初に書いてご

ざいますものが特に議論があるものでして、再仕分けでも検討が行われました一般勘定に

おける余剰資金 2,000 億円の国庫返納についてです。これにつきましては、先ほど申し上

げたように仕分けの場での議論も踏まえた文言になっておりまして、「一般勘定資産につい

て、可及的速やかに 2,000 億円を国庫返納する」。仕分けの結果はこれだけなのですが、

こちらの主張も入れてもらった形で、「その際、機構全体の財務の健全性が確保されるよう

納付方法に留意するとともに、緊急の中小企業対策等に必要な資金が確保されることに留

意する」ということで、分割ということが基本的にここでも読める文言になってございま

す。

そのほか、幾つか既に不要になった事業について国庫返納する項目も、併せてここで記

載してございます。

今回は、冒頭に伊丹分科会長からのお話にもございましたように、こうした形で中小機

構の今後の事務・事業及び資産・運営の在り方の見直しが閣議決定されましたので、これ

を受ける形で中期目標・中期計画の変更を行うことを予定しており、その点を御審議いた

だきたいということでございます。

以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。

○伊丹分科会長 今のお話は、議題２と議題３以降の審議の前段の説明のようなものでご

ざいますが、何か御質問等がございましたらお願いいたします。

よろしゅうございますか。

（「はい」と声あり）

○伊丹分科会長 それでは、議題の審議に入らせていただきます。議題２の第二期中期目

標の変更と議題３の中期計画の変更について、両方関連しておりますので、これらをまと

めて事務局の方から御説明をいただきたいと思います。
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○三宅企画官 中小企業庁参事官室の三宅でございます。よろしくお願いいたします。座

って説明させていただきます。

まず、中小企業基盤整備機構の第二期中期目標の変更でございますけれども、先ほど、

参事官から御説明があったように、昨年 11 月の行政刷新会議の事業仕分けの結果を踏ま

えまして 12 月７日に閣議決定されました「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方

針」に基づきまして、今回、中期目標を変更するものでございます。なお、中期目標の変

更につきましては、独法通則法第 29 条の規定に基づきまして、評価委員会の意見を聞く

ということとされております。

それでは、中期目標の変更の御説明をさせていただきますけれども、資料３に新旧対照

表がございます。

説明の方は参考資料１、先ほど回収いたしますと言った資料で行います。右側に黄色の

マークが吹き出しで付いているものでございます。こちらは「第二期中期目標」が左側に

あり、真ん中に「第二期中期計画」が書いてございます。

１枚めくっていただきますと、２ページ目の右側の「備考」の欄に吹き出しで「相談・

助言・情報提供事業」とございます。こちらが先ほどの閣議決定されました「独立行政法

人の事務・事業の見直しの基本方針」の該当箇所でございます。左の「第二期中期目標」

と「第二期中期計画」の中で下線の付いている部分がそれぞれの該当箇所でございますが、

これらにつきましては、既に反映して盛り込み済みということでございます。

３ページ目に行きますと、インキュベーション事業がございます。こちらは中期目標と

中期計画、ともに削除している部分と、新たに追加した部分がありますが、左端の黄色の

吹き出しが変更理由でございます。

飛びますけれども、13 ページ目に「２．保有資産の見直し等」の部分がございます。こ

れは先ほど参事官からも説明がありましたように、「独立行政法人の事務・事業の見直しの

基本方針」の中に記載があります、一般勘定の資産について可及的速やかに 2,000 億円を

国庫返納する、という部分です。これはいろいろと要件が付いておりまして、例えば災害

が発生した場合、あるいは中小企業への影響などに対応をしなくてはいけない、あるいは

中小機構全体の財務状況を踏まえるといったような周辺状況を考慮して、一般勘定の

2,000 億円を平成 23 年度から原則４年間で国庫返納するということで、この趣旨を明記し

ているということでございます。国庫返納する際には、小規模企業共済勘定の繰越欠損金

の状況による機構全体の債務超過や緊急の中小企業対策などのための資金が不足すること

がないように、機構全体の財務の健全性を確保することに留意すること、という点を追加

してございます。

その関連で、11 ページ目の「４．業務運営の効率化」に戻っていただいて、こちらは一

般管理費の３％以上の削減、運営費交付金の事業費１％以上の削減という部分でございま

すが、こちらにつきましては、2,000 億円を国庫返納することに伴いまして、減少する運

用収入部分について新たに運営費交付金の手当てをしていただくことになっておりますが、
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この新規の交付金の部分につきましては１％の効率化の対象外となりますので、この旨を

明記するために括弧書きで「新規追加部分及び一般勘定資産の国庫返納に伴って当該年度

に新規に運営費交付金で手当される部分を除き、毎年度平均で前年度比１％以上の効率化」

という文言を追加しております。

３ページ目は、先ほどのインキュベーション事業でございます。「独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方針」におきまして、「ビジネスインキュベーター（全国 32 か所）に

ついては、自治体等でも施設が整備・運営されていることを踏まえ、将来的には自治体等

に施設及び事業を順次移管する方向で検討を開始する」とされておりますので、中小企業

の新たな事業活動の促進に関する法律に基づくインキュベーションの施設の設置について

は、新規に設立しないということで削除としているわけでございます。

その下にございます全国に 32 か所ございますインキュベーションの中にいるインキュ

ベーションマネージャーによる事業については、引き続きフォローアップを行うという点

から、「インキュベーション事業による創業・新事業展開等の支援を行う観点から」を追加

して、フォローアップは行うということにしております。

同様に、６ページにインキュベーション施設を企業立地促進法で設置できるところがご

ざいましたが、こちらについても同様で、新たに設置しないということで削除としており

ます。

以上が今回の中期目標の変更点でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

中期計画の変更につきましては、中小機構の方から御説明させていただきます。

○伊丹分科会長 それでは、櫻井理事、お願いします。

○櫻井理事 引き続きまして、同じ資料で第二期中期計画の変更について御説明させてい

ただきます。

１ページ目は特にございませんので、２ページ目をおめくりいただければと思います。

サービスその他の業務の質の向上に関するパーツでございますが、第１に、右の吹き出し

にございますが、ハンズオン等支援事業については重点化を図る、あるいは日本貿易振興

機構等との連携強化を図るべきであるという御指摘を基本方針でいただいておりまして、

これにつきましては現在の中期計画で読み込めるものと考えておりますので、変更はいた

しません。

次に３ページで、インキュベーション関係につきましては、今、中小企業庁からお話が

ありましたものと同様の趣旨で、新規のものは作らないといったことを中期目標に併せて、

中期計画においても反映したいというのが３～４ページ目にかけてでございます。

４ページにまいりまして、「２．経営基盤の強化」のところに書いてございますが「（独）

日本貿易振興機構等の関係機関と連携しつつ、中小企業の国際化に対する支援を行う」、こ

れは冒頭、豊永次長の御挨拶にもございましたように、国際化についてＪＥＴＲＯ等と並

んで支援をしていくというのが、今、政府の方針になっておりますので、その旨を私ども

の中期計画においても明記させていただいたということで、これは今回の「独立行政法人
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の事務・事業の見直しの基本方針」とは別のものでございます。

続きまして、６ページに飛んでいただければと思います。真ん中より少し上のところに

削除している部分がございますが、これは先ほど中小企業庁からも御説明がありましたよ

うに、新しいものを作らないということを中期計画でも反映するということでございます。

それから、高度化について中ほどの右に吹き出しがございますが「貸付資金の回収を強

化する」ということでございますけれども、これは現行の中期計画で読み込めるものと考

えております。

続きまして、８ページに飛んでいただければと思います。上の方に「小規模企業共済制

度においては 33 万４千件、中小企業倒産防止共済制度においては８万件とする」という
ことで、加入促進対策の目標を増加させております。これは御案内のとおり、それぞれの

法律が改正されましたものですから、それに伴いまして、小規模共済については加入可能

な事業者の数が増える、あるいは防止共済については上限が引き上げられるというような

ことがございまして、それを踏まえまして、加入促進対策の目標も引き上げてございます。

具体的には、小規模共済については、平成 23 年度から３か年、毎年１万件、倒産防止共
済につきましては、平成 23 年度から３か年、毎年 1,000 件、それぞれ目標を増やすとい
うことで、この数字になっているところでございます。

同じく共済につきまして「②審査等業務の効率化」のところで、右の吹き出しにありま

すように、回収率の向上、あるいはコストの縮減というものが言われておりますけれども、

これも現行の中期計画の中で読み込めるものと考えておりまして、修正をしていないとこ

ろでございます。

９ページ以降は、業務運営の効率化に関する中期計画になりますが、10 ページに飛んで
いただければと思います。上の方で「インキュベーション施設へのインキュベーションマ

ネージャーの配置方法等について見直しを行い、業務運営の効率化を図る」とございます。

これは、今回の基本方針において効率化を図るということが謳われたことを反映している

ところでございます。

次に、いわゆるＰＤＣＡサイクルで「３．適切な評価を踏まえた業務の改善と新たなニ

ーズへの対応」ということで、関連のところで右側に幾つか吹き出しがございますけれど

も、ファンド出資については施策メニューの重点化を図り、事業規模を見直すこと、大学

校については廃止も含めて、効果的・効率的な研修の在り方について検討すること、高度

化事業については重点化をして、事業規模の見直しを図ること、それから、資産関係にな

りますけれども、第１種信用基金について、約 28 億円の国庫納付、第２種信用基金につ
いては、これも不要額が生じた場合に国庫納付等することが書かれております。

これらを反映するために、真ん中にございますような形で（追加）といたしまして、フ

ァンド出資事業、中小企業大学校、高度化事業について、基本方針を反映した文章を入れ

させていただいているところでございます。それ以外のところにつきましては、現在の文

章の中で対応できるものと考えております。
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11 ページにまいりまして「４．業務運営の効率化」というところで、真ん中より上に書
いてございますが、これは先ほど中小企業庁の方から説明があったところと同じで、交付

金の増分についての手当てをするということで、中期目標と整合的な文章とさせていただ

いているところであります。

それから、真ん中ほどにラスパイレス指数の低減について、今回、基本方針で指摘を受

けております。また、下の方で中小企業倒産防止共済事業については、コストの縮減等を

図るということが謳われておりますが、これらにつきましては、既に現在の中期計画の中

で反映されているということで、修正をいたしておりません。

12 ページに行っていただければと思います。これは「III．財務内容の改善に関する事
項」でございます。

第１に、右側に吹き出しがございますように、小規模企業共済事業につきましては、繰

越欠損金削減計画に沿って、繰越欠損金の解消に努めるという基本方針がございますので、

これを踏まえるべきですが、これについては既に反映済みということで、修正をいたして

おりません。

それから、貸付資金の回収につきましても、現行の文章の中で対応可能であると考えて

おります。

更に、中小企業倒産防止共済事業の貸付債権の回収率の向上、管理コストの縮減という

吹き出しにつきましても、現状の文章で対応できるのではないかということで、修正をい

たしておりません。

次に 13 ページで、ここは幾つか右側に吹き出しがございますけれども、１つ目の吹き
出しは、言ってみれば施設関係についての基本方針の決定事項が書いてございます。第１

に、地方事務所の徹底的な効率利用ということで、ＪＥＴＲＯの事務所との共用化等の推

進、ＲＩＮの廃止、これは平成 23 年度末をもって廃止すること、試作開発型事業促進施
設については、経過業務期間終了後に売却または自治体に移管すること、インキュベーシ

ョン施設については、入居率が低い施設について、将来的にも改善の見込みがない場合は

廃止または自治体等へ移管をすること、更に工業用水道施設につきましては、福岡県への

早期移管を進めること、福利厚生施設につきましては、共用持分権について売却手続を完

了すること、こういった御指摘を受けております。

これを踏まえまして、現在の試作開発型事業促進施設、インキュベーション施設、工業

用水道施設の文章につきましては、削除いたしております。それから、今、申し上げまし

た基本方針にのっとりまして、地方事務所やＲＩＮ、試作開発型事業促進施設、インキュ

ベーション施設、工業用水道施設、更には福利厚生施設として利用する共用持分権につい

て、所要の文章を書かせていただいているということでございます。

それから、右側に２つ目の大きな吹き出しがございますが、これは主に資金・資産、不

要資産関係になろうかと思います。１つ目が、これも中小企業庁から既に御説明がありま

した 2,000 億円の余剰資金の返納について、それから、いわゆる第１種信用基金、これは
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中心市街地活性化に係る基金で、約 28 億円の国庫納付、第２種信用基金は産業活力再生

特別措置法に基づくもろもろの保証で、これについては経過業務について不要額が生じれ

ば随時国庫返納する、あるいは産業基盤整備勘定におきます出資等業務について４億円の

国庫返納、それから、第３セクターの清算に伴う約 1.2 億円の国庫返納等がございます。

更に、左側にも第２種信用基金について基本方針に書かれたことが記述してございます

けれども、これらを踏まえまして、真ん中の後半の部分で「第１種信用基金（28 億円）を

平成 22 年度中に国庫納付する」から始まりまして、最後の一般勘定資産における 2,000
億円の国庫納付まで、基本方針に決められましたことをこの中期計画に反映しているとこ

ろでございます。

14 ページで、上の方に予算計画、収支計画、資金計画、それぞれ別紙と書いてございま

す。本文そのものは資料５にございますので、後ほどお時間があればまたご覧いただけれ

ばと思いますけれども、当然のことながら、2,000 億円を返納する等の変更がございます

ので、それに伴って予算、収支、資金を見直しまして、その計画に所要の変更を加えてい

るところでございます。

最後になりますが、14 ページの下の方に書いてございますけれども、中小企業大学校の

修繕、職員宿舎の耐震補強、改修工事等を行うというところで、括弧の中で対象施設とし

て「港北宿舎・府中宿舎」が追加されております。

これにつきましては、お手元に「配布資料の一部訂正について」の文書がお配りされて

いるかと思いますが、今、御説明申し上げました資料では、金額が６億 6,900 万円と書い

てございますけれども、これを６億 5,500 万円に修正いただければと思います。これはも

ともと、別に持っておりました施設を売却した、その売却資金で、ここにございます職員

宿舎等の改修工事や耐震補強を行おうとしたのですが、そのとき、見込みとして売却金額

を６億 6,900 万円と書かせていただいたところ、実際にはこれが６億 5,500 万円になった

ものですから、現実に売却によって得た数字に合わせるという意味で、６億 6,900 万円を

６億 5,500 万円に修正させていただきたいと思います。

それで、従来は３つであったものを、若干、金策に余裕が生じたということで、必要な

港北宿舎、府中宿舎についても改修工事等をさせていただければということで修正になっ

ているところでございます。

以上が第二期中期計画に関する修正点でございます。

○伊丹分科会長 ありがとうございました。議題２及び議題３について御説明を続けて行

っていただきました。皆さんからの御質問あるいは御意見などがありましたら、よろしく

お願いします。

○杉浦委員 入居率の低いインキュベーション施設、参考資料１の 13 ページの件なので

すけれども、これは文章的に少しどうかなと思うのですが、「将来的にも改善の見込みがな

い施設を廃止」であったら良いのですが「又は自治体等へ移管する」、これは引き受けた地

方公共団体も困るのではないかと思いますので、機構としての力では難しいとか、そうい
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う文章にしないと少しおかしいのではないかと思います。

○伊丹分科会長 これは機構の方からお願いします。

○古瀬理事 インキュベーションを担当しております古瀬といいます。

インキュベーション施設につきましては、施設整備は平成 20 年に終わりまして、あと

はそれを運営するということになっておりますが、創業ベンチャーの支援にとっては非常

に重要であると思っています。これはインキュベーションですので入居率は非常に悪いこ

ともあります。

○伊丹分科会長 趣旨の説明をしていただきたいのではなくて、趣旨は理解できましたけ

れども、文言が地方公共団体に申し訳ないのではなかという質問ですから、直さなくても

済むという説明か、直すという説明か、どちらかでお願いします。

○古瀬理事 この文言は閣議決定で決められましたので、これを変えるというのはなかな

か難しいかと思うのですが、ここについては個々の自治体、地元とどのようにするかとい

うことは誠意をもってお話をしていこうと思っております。

当然、このインキュベーションは、もともと地元の地域からの要望を受けて整備したか、

または地域にとってベンチャーの育成というものが非常に意義あるものとして行われてお

りますので、そういった事情等も反映して、一方的にこちらからということではなく、地

元ともよく話して、どのようにしていくか考えていきます。

○前田理事長 これはそもそも、施設を整備するときに、地方公共団体との間で引き取る

という趣旨の覚書があったのではないですか。

○古瀬理事 一定期間経過後、自治体と協議をするということになっておりますが、どの

ようにするかはそこには書かれておりません。

○伊丹分科会長 杉浦委員、よろしいですか。閣議決定したから直せないと言われますと、

ここで何のための審議をしているのかという素朴な疑問が出ます。

○佐藤委員 ほかのところは、読み込めるということで、閣議決定された文章をそのまま

入れていませんね。読み込めるので、趣旨が合っていますので変えていませんという説明

を受けましたので、そういうことであれば、例えばここは「入居率の低いインキュベーシ

ョン施設については、地方公共団体等へ移管する、又は将来的にも改善の見込みがない施

設は廃止する。」ではまずいのですか。どこも閣議決定の文章をそのまま入れているわけで

はないですね。

○杉浦委員 その方がいいですね。

○佐藤委員 私は、将来的にだめなものは移管しないで廃止すべきというような気がしま

す。

○伊丹分科会長 こういう個別の文言そのものまでが閣議決定されているかのごとくの御

説明が、今、あったのですけれども、多分、そうではありませんから、善処していただく

ということでよろしいですか。

○前田理事長 少し努力してみてください。これは閣議決定の文章そのものではあるので
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すね。

○古瀬理事 そのものです。

○渡邊委員 閣議決定されてそれに基づいてこの中期計画を書くのであれば、中期計画の

文章が変わっても別に悪くないでしょう。

○佐藤委員 ほかのところはそのとおりに入れていませんね。閣議決定の文章をそのまま

入れているという説明ではありませんでした。変えられないので、そのまま入れろという

のなら私もわかります。

○三宅企画官 閣議決定の文章全くそのままではなくて、趣旨が伝わればいいという、ま

さにおっしゃるとおりです。

○伊丹分科会長 それでは、この分科会では、この文言についてはそういう方向で善処し

ていただくことにして、あとは座長にお任せいただけますでしょうか。

（「はい」と声あり）

○伊丹分科会長 ほかにはいかがでしょうか。

特にほかに問題がないようでございましたら、この議題２と議題３の中期目標と中期計

画の変更につきましては、当分科会として先ほどございましたような若干の留保条件を付

けた上で承認したいと思います。

この変更につきましては最終的にはまだ親委員会がございまして、２月 23 日に審議さ

れることになっております。私は中国出張等の関係で出席することができませんので、た

だいまの結果を、今日は御欠席なのですが、荒牧委員に、内容は既に御存じでございます

ので、代理で御報告していただく予定であります。

それでは、議題４に入らせていただきまして、業務方法書の変更についてお願いいたし

ます。

○櫻井理事 それでは、資料６をご覧いただければと思います。これは今回の「独立行政

法人の事務・事業の見直しの基本方針」を踏まえたもので、具体的には３ページにござい

ますけれども、ここは中心市街地活性化に係る業務についての債務保証及び出資を行うた

めの部分で、債務保証及び出資については、何月何日までに申込みがあった者に対して行

うということで、期限を切る。この何月何日というのは、これが認可された段階の日付が

入ることになりますけれども、それ以降は業務を言わば停止するという趣旨をここに明確

にするということでございます。

これは、先ほどの基本方針の中にございましたように 28 億円の返納に伴って債務保証

業務をやめる、出資業務についても出資金を国庫返納するということで、この業務につい

ては今後行わないということを業務方法書上で明確にするということが今回の改定の趣旨

でございます。

この業務方法書の変更につきましても、独立行政法人通則法第 28 条では評価委員会の

御意見を聞くということになっておりますので、今回お諮りする次第でございます。よろ

しくお願いいたします。
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○伊丹分科会長 これまでも業務方法書の変更について、極めて形式的な変更なのにいち

いち、この会議に諮らねばならないのかという御意見はたくさんございました。今回の変

更についてはお認めいただければと思いますけれども、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、当分科会として、この変更を承認することにいたします。

それでは、今後の中期目標・中期計画変更等に関するさまざまな日程について事務局か

らお願いします。

○三宅企画官 それでは、今後のスケジュールですが、参考資料２でございます。

２月１日に財務省の独立行政法人評価委員会があり、これは第二号勘定、いわゆる産業

基盤整備勘定のところが共管勘定になっておりまして、今回、第１種信用基金に係る政府

出資金を国庫返納するということがございますので、その部分について財務省の評価委員

会でご審議いただいたところでございます。

また、本日が中小機構の分科会でございまして、いわゆる親委員会と言われております

経済産業省の評価委員会が２月 23 日にございます。それを踏まえまして、２月中に中期

目標と中期計画の変更手続をいたしまして、年度内の３月中に国庫返納の手続を終えます。

今年度、国庫返納されますのは、一番下に書いてございます第１種信用基金、これは中心

市街地活性化法に基づく債務保証 28 億円と出資金の４億円のトータル 32 億円、それから、

ぐんま３セク、旭川３セクの清算に伴う回収出資金がそれぞれ１億 2,000 万円と２億 1,000
万円ございますので、トータルで 35 億 3,000 万円につきまして、平成 22 年度中に国庫返

納するということでございます。

それから、先ほど御説明があった 2,000 億円の４等分、原則 500 億円でございますけれ

ども、これにつきましては平成 22 年度の中小機構の決算が出た後に、財務状況を見て７

月ぐらいに国庫返納の手続をするということでございます。

以上が今後のスケジュールでございます。

○伊丹分科会長 ありがとうございました。

続きまして、議題５に入らせていただきます。中小機構の国際化支援の取組みについて、

櫻井理事からお願いします。

○櫻井理事 それでは、お手元に参考資料３があるかと思いますので、それをごらんいた

だければと思います。豊永次長からも最初にお話がございまして、それから機構の中期目

標・中期計画の変更のところでも申し上げましたが、今、中小企業の国際化を支援してい

くということが政府全体の取組みになっておりますので、その動きと、その中における私

どもの現在の活動について若干御紹介させていただきたいと思います。

１枚おめくりいただければと思います。言うまでもないところですけれども「中小企業

の海外展開支援の重要性」と書いてございますが、国内の市場がなかなか伸びない中で、

アジアの市場は非常に大きくなっておりますので、この成長を取り込むことが、中小企業

にとって重要であるということは言うまでもないところでございます。
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そうは申し上げましても、実態は、中小企業の中でも海外に展開しているところは多い

とはいえ、例えば大企業と比較すればまだまだ低いというのが現状です。そこに若干背景

が書いてございますが、中小企業の方に伺いますと、やはり海外の情報、あるいは貿易の

ノウハウがないとか、あるいは海外戦略を立てようにも、自社の経営の実態を踏まえたと

きにどういう戦略が良いのかわからないとか、あるいはパートナーを見つける場がないと

いったいろいろな声が聞こえて来ているところで、こういったことを踏まえまして、中小

企業の海外展開を進めるというのが、政府全体の課題となっているところでございます。

そこに２つほど引用させていただいておりますけれども、産業構造ビジョンでは、やは

り国際展開を行えということが書かれてありまして、更に政府全体の閣議決定、新成長戦

略でも「中小企業の海外事業の拡大」を実現するということが目標として掲げられている

というのが現状でございます。

３ページですが、それを踏まえまして「中小企業海外展開支援会議」が昨年 10 月に設

置されております。そこに構成員が書いてございますが、経済産業大臣をヘッドといたし

まして、同省の幹部のみならず金融担当の内閣府大臣政務官、財務大臣政務官、あるいは

農林水産大臣政務官にもお入りいただき、かつ民間のさまざまな団体、それに加えまして、

私どもやＪＥＴＲＯといった独立行政法人がこの会議の構成員として参画しておりまして、

この会議で中小企業の海外展開への支援のための総合的な議論をし、また政策をまとめて

いこうということでございます。

昨年 10 月に第１回目を開きまして、第２回目はちょうど２月２日に開催されまして、

そこでは今後、４月を目途に「中小企業等海外展開支援大綱」をまとめていこうというよ

うな動きになっているところでございます。私どももそこの中で応分の貢献をしていきた

いと考えているところです。

４ページは、その全体のポンチ絵のようなものでございまして、省略させていただきま

す。

５ページに行っていただきまして、今のような背景の中で中小機構として、どういう考

え方で、何を行っているかということでございます。

「１．基本的な考え方」としては、そういう支援策を強化していくということでござい

ますが、具体的にはそのために、昨年 12 月に国際化支援センターというものを設置して

おりまして、ここで統一的に国際化業務の展開を強化していきたいと考えております。今、

職員の数も増やしておりますし、それから、政府の方から補助金を新たにこの業務の関係

で６億円強ほど、今年の補正予算、来年度の予算の中で手当てしていただくことになって

おりますので、それを踏まえて、専門家等も今以上に拡充して体制を強化していきたいと

思っております。

３つ目のマルにありますように、そうはいいながら、この業務は我々だけで自己完結的

にできる業務ではございませんので、ＪＥＴＲＯを始めとした関係機関との分担・連携が

大変重要であると思っておりますので、そういうことを常に配意しながら仕事をしていき
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たいと思っております。

２．以下は、現在、具体的に行っている業務の簡単な紹介でございますが、１つは「２．

国際化アドバイス」、これは私ども、ほかの経営相談等と並んでいろいろな相談を行ってお

ります。

これについては、参考までに後ろの８ページに中小機構の国際化アドバイスということ

で、具体的に窓口で相談を受けた事例の件数の推移等を掲げておりますけれども、この数

年間、1,700～1,800 件ぐらいの相談を毎年受けているところでありまして、その中で、分
野を見ますとやや興味深いといいましょうか、私どものところでは特殊かもしれませんが、

海外投資のところは少し伸び悩んでおりまして、むしろ国際取引、すなわち販路開拓や輸

出といったものの相談件数が伸びているというのが現状でございます。

９ページには、それの国別や業種別、あるいは相談内容別の円グラフが付けてございま

す。これは平成 21 年度ですけれども、国で言えば、やはり中国が過半を占めております
が、それに次いでベトナム、韓国等の相談がございます。業種で言いますと、製造業が過

半を占めておりますが、サービス業等もそれなりの件数がある。それから相談内容は、今、

申し上げましたように、国際取引が５割ぐらいで、投資も４割ぐらい。それ以外は１割ぐ

らい。こういったような相談を、今、私どもは受けているところでございます。

お戻りいただきまして、６ページで、アドバイスに加えまして、特に最近力を入れてお

りますのが「３．展示会出展への支援」でございます。先ほど申し上げましたが、補助金

を使って、特にここのところを強化するようにということを政府から言われているところ

でございます。

これは、海外で、特にＪＥＴＲＯが行う展示会がございますが、ＪＥＴＲＯと協力しま

して、そういうところに中小企業が出展するときに、私どもの方で事前のサポート、例え

ばパンフレットを作るとか、専門家によるアドバイスを行うとか、ホームページを作ると

いった辺りから、展示会場でどうやって商談するのかとか、商談がある程度動いたときに、

その後のフォローはどうするのか、契約などはどういうふうに進めていくのかといった、

最初から最後までいろいろな形で支援させていただくというのが１つ目でございます。

２つ目が国内での国際展示会で、国内で海外バイヤーがたくさんいらっしゃって行うフ

ードショーとかそういうものがございますが、こうしたものにつきましても専門家による

支援とか、あるいは出展の支援といったことで、この展示会を通じた海外への展開を助け

ていきたいというのが、この２つ目の柱でございます。

それから、３つ目の柱は「４．研修・人材養成」でありますが、既に今年からこういう

海外に出展される企業などに対してはワークショップなどを展開しておりますけれども、

来年度以降はより本格的に、私どもは中小企業大学校を持っておりますので、その中で国

際化のための研修コースのようなものを設定して、よりしっかりとした海外展開の人材養

成を私どもとしても支援していきたいと思っております。

最後に７ページでございますけれども、「５．国際化ポテンシャルのある中小企業の発
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掘・支援」と書いておりますが、要は中小企業の中には既に海外展開に御関心のあるとこ

ろもあるわけですけれども、なかなか実際には踏ん切りがつかなくて手を挙げてこられな

い企業の方もたくさんいらっしゃいますので、我々として、待っているだけではなくて、

ポテンシャルがある企業を見つけさせていただく。そういうところに積極的に働きかけを

させていただくということでございます。

「企業発掘」というふうに書かせていただいておりますが、既に中小機構はいろいろな

支援事業を行っており、企業の方とのいろいろなおつき合いがございますので、そういう

支援をさせていただく企業の中から国際化にふさわしい企業についてこちらから働きかけ

をするとか、特に最近、金融機関なども非常に貸付先の中小企業の国際展開に関心を持っ

ているところが増えてきておりますので、金融機関等とも連携を取って、企業を見出して

いくということでございます。

最後に「発掘企業への支援」と書いてございますが、先ほど支援センターを作ったと申

し上げましたけれども、言うまでもありませんが、単に国際化だけを行えば良いというこ

とではございませんで、例えば専門家の派遣とか、我々はいろいろな事業を既にやってお

りますので、こういうほかの事業の中でも出口として国際化というものを常に頭に置いて、

横の連携を取りながら、総合力で企業を支援していきたい。また、繰り返しになりますけ

れども、我々だけではなくて、ＪＥＴＲＯ等との連携の下で多様な支援メニューを提供し

ていきたいということで、今、この国際化について積極的にいろいろな議論をし、実施に

移しつつある段階でございます。

以上でございます。

○伊丹分科会長 以上が新しい取組みについての御説明ですが、皆様の方から何か御質問

や御意見がございましたら、お願いいたします。

○渡邊委員 商工会議所でも中小企業の国際化支援というものは同じべースで行っている

のですが、中小企業庁にお願いしたいのは、金銭的なアドバイスとかはあるのですけれど

も、金銭的な支援はほとんどないのです。例えば展示会への出展の支援というものはある

のですけれども、中小企業で展示会をやる場合には、企業的には例えば展示料とか、ある

いはブースを作るとか、そういうところに金銭的に支援して欲しいというような要望は結

構あるということが１つです。

もう一つ、知的財産の問題と、それから、今度は撤退というのでしょうか、労働紛争と

いうものが中国などは結構あるわけです。そこのところの弁護士費用は結構ばかにならな

い、中小企業にとってはすごい負担になってしまう。そういうようなときに何かしらの金

銭的な支援が欲しいというのが中小企業として結構、意見としてあったということだけ申

し添えたいと思いますので、お願いします。

○伊丹分科会長 私も、これは本当に資金投入するのですかということを具体的にお聞き

したかったのですけれども、ありがとうございました。

ほかにはございませんか。
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もし御意見等がございませんようでしたら、これで本日の議題はすべて終了いたしまし

たので、前田理事長に最後に一言お願いします。

○前田理事長 それでは、簡潔に申し上げます。

本日御議論いただきました第１点の 2,000 億円の国庫返納の問題でございますけれども、

これは経営する立場から言いますと、ナローパスを通っていくようなものであります。

これには２つのことをにらむ必要がございまして、返納を４回ぐらいに分けて行うとい

うことなのですが、私どもは７～８兆円のもの資産を運用しておりまして、市場でのリス

ク性のあるものが 18％ぐらいありますから、今みたいにソブリンの問題とかいろいろある

ときには少し変動が大きくなる可能性もありますので、その結果、私どもの純資産がマイ

ナスにならないように、既に債務をかなり抱えておりますものですから、そこへのにらみ

が１つあります。

もう一つは、それに引き換え、国の方は早く返してくれ、お金が足りないというものが

あるものですから、純資産がマイナスにならないように、契約者のことを考えながら、し

かし国にお返しするものはお返ししていく、私どもは必要であると思ったから不要資産と

して返すのはどうかと思うとか、個人的にはいろいろありますけれども、これは閣議決定

されたものですから、両にらみの下で両立できるようにナローパスを通ってお返ししてい

きたいと思っております。

２番目は中小企業大学校の問題でございますが、これは今後とも、民間や地方公共団体

の意見などを聞いて、必要性をきちっと検証してから実行するというふうに言われており

ますが、私どもが聞く限りでは、私どものお客様の皆さんは、大学校は絶対要るという人

が多いのですけれども、それはそれとしてきちっと手続を踏んで、御意見を聞きながら、

例えば大臣はじめ、やはり新しい海外の関係も大学校で行ったら良いという、いわゆるニ

ーズもまた生まれてきていると思いますので、総合的に適切な答えを出して実行していき

たいと思っております。

それから、その他につきましては、今日お認めいただきました中期目標や中期計画に沿

いまして、私どもは事業を着実に進めてまいりたいと思っております。

いつものことながら、大変お世話になっておりまして、誠にありがとうございます。

○伊丹分科会長 ありがとうございました。

本日の議論すべき議題は以上でございますが、最後に私からごあいさつをさせていただ

きたい件がございます。今日の分科会の座長が私の座長としての恐らく最後のお務めであ

ろうというお知らせと、皆さんの長年の御協力に対する感謝でございます。

私、中小企業政策審議会に関わり始めましてから、もう 20 年以上が経ちましたでしょ

うか。この機構の分科会の発足以来、ずっと座長を務めておりました。昨年の秋以降、長

くやり過ぎたなと感じさせる出来事が少しありましたので、今年の３月 31 日をもって座

長も委員も辞めさせていただくのが一番いいタイミングではないかと思うに至りました。

私のわがままではございますが、長年の貢献に免じまして、是非ともお許しをいただきた
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いと思います。

皆さん、ありがとうございました。

以上でございます。


