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第２３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７月１日（金） １５：００～１６：２０

２．場所 経済産業省別館８階 ８４３号会議室

３．出席者

（委員） 加護野分科会長、荒牧委員、杉浦委員、渡邊委員

（経済産業省） 豊永中小企業庁次長、鍛治参事官、三宅企画官、斉藤産業施設課長、

横尾経営安定対策室長、正田政策企画委員

（中小機構） 前田理事長、草桶理事、櫻井理事、村上理事、和田理事、高橋監事、

笹岡総務部長

４．議題

（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成 22 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 22 事業年度業務実績及び評価について

（３）その他

○鍛冶参事官 それでは定刻になりましたので、これより「独立行政法人評価委員会第 23

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。

冒頭の司会をさせていただきます中小企業庁参事官の鍛冶でございます。よろしくお願

いします。

本日は、委員の皆様の中で佐藤委員が御欠席でございます。計４名の委員に御出席いた

だいておりまして、分科会としての定足数を満たしていることを御報告申し上げます。

初めに中小企業庁から豊永次長の御挨拶がございます。

○豊永次長 次長の豊永でございます。本日はお暑い中、また遠いところ御参集いただき

ましてありがとうございます。

まず、震災の話でございますけれども、私ども中小企業庁も、また今日、評価いただく

機構も、３月 11 日の震災の発生以降、大変に忙しくしてまいりました。恐らく近年あまり

ないぐらいの、週末をほとんど潰しての作業が続いてきたと思っております。残念ながら

評価は 22 年度でございますので、震災の対応のほとんどはその評価の対象にならないのか

もしれませんが、そのならない部分を御紹介だけさせていただきたいと思います。

まず、この震災対応も含めて法律が幾つか通りました。まず震災対応財政特例法の中で、

機構に新たな業務を追加しまして、仮設店舗、仮設工場を作れるようにしました。これは、

大変に今、震災地域では、求めが大きな声になってございます。

また産活法という法律に基づきまして、中小企業と中小企業が事業を引き継ぐいわば

M&A のようなものを出来るようにいたしました。この実施部隊として各県にセンターを

作りますが、その中核組織として機構に本部を置くこととしております。

３つ目の法律改正は特区法でありますけれども、特区法の中で従来高度化事業を都道府
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県と一緒に行うことにしていたのですけれども、今回は特定の市町村ともタイアップでき

るというような改正をしたところでございます。今後、いずれも震災対応、地域の経済発

展のためにこうした機構の機能が発揮されることを期待しているところでございます。

震災につきまして補足しますと、機構については人・物・金で働いてもらっております。

人という意味では、専門家を現地にいち早く派遣してもらいました。物という意味では、

法律を制定いたしましたけれども、仮設店舗、仮設工場を無償で作り、無償で提供し、最

終的には市町村に譲渡して、その後、４、５年利用に供するという、こうしたハードも提

供することとしております。お金の点では２点ありまして、政策金融機関が提供します低

利の融資に、機構の方から県と共同しての作業で利子補給をできるようにしまして、これ

によって無利子貸付が実現します。これは一般に津波に襲われた沿岸地域の被災中小企業

が対象になりますが、これの特別版といいますか別途の無利子貸付版を、福島県の原子力

発電所周辺地域の立ち退きを余儀なくされている中小企業に対しても行えることになって

います。

いろいろなことを冒頭に申し上げましたが、私が申し上げたかったのは、こういったと

きに少なくとも中小企業庁の立場から見ますと、いろいろな政策メニューを持って即戦力

として働いてくれるものとしての機構の役割が改めて認識されたと、私どもが言うのもお

かしな言い方かもしれませんが、そんな感じもしております。まだまだ震災対応は終わる

ことはありませんし、引き続き今まで以上の努力を私どももまた機構も傾けていく必要が

あると思いますが、そういった活動の一端を御紹介申し上げて、私の挨拶とさせていただ

きます。

是非、本日は、22 年度ではありますけれども、その間の財務実績また業務実績を御評価

いただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。

○鍛冶参事官 配付資料につきまして不足・不備等がございます場合には、お申し出いた

だければと存じます。

それでは、ここで議事の進行を加護野分科会長にお願い申し上げます。

○加護野分科会長 今回から分科会長になりました加護野でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

議題１「独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成 22 事業年度財務諸表について」事務

局から御説明いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○鍛冶参事官 御説明申し上げます。

独立行政法人は、独法通則法の 38 条第１項の規定に基づきまして、財務諸表を主務大臣

に提出し、その承認を受けなければならないとされております。主務大臣は、その承認を

しようとするときは、同条の第３項の規定に基づきまして、あらかじめ、評価委員の意見

を聴かなければならないとされております。

中小機構から提出されました「平成 22 事業年度の財務諸表と決算報告書」は、お手元の

参考資料集の中に置かせていただいております。これらにつきましては、監事並びに会計
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監査人の意見が付されておりまして、その意見の方につきましても、お手元の方に別冊の

形で御用意申し上げております。会計監査人からは、独法会計基準に準拠し、平成 22 年度

財務諸表及び決算報告書について、適正であるとの意見を頂戴しております。

以上のことから、私どもといたしましては、この財務諸表を承認して差し支えないもの

と考えておりますが、後ほど御審議いただく業績評価の前提としても必要な情報でござい

ますので、中小機構から概略を御説明させていただき、その後、御審議をいただきたいと

存じます。

○加護野分科会長 本日は、限られた時間での審議となりますので、機構からの御説明・

御報告は時間厳守でお願いしたいと思います。

それでは中小機構の平成 22 年事業年度財務諸表について、中小機構の村上理事から御説

明いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○村上理事 機構の経理担当理事の村上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

資料１をご覧いただきまして、これに基づいて説明をさせていただきます。

まず損益計算書を御説明させていただきます。

平成 22年度決算は東日本大震災の影響を受けまして法人全体の当期総利益が 254億円の

損失となりました。赤字決算でございます。昨年度が黒字決算、一昨年度が赤字決算でご

ざいますので、二期ぶりの赤字決算ということになります。ちなみに前回の赤字決算はリ

ーマンショック後の平成 20 年度でございますが、3,377 億円の損失でございました。昨年

21 年度は 2,296 億円の黒字でございます。

この要因でございますけれども、一番上の一般勘定をごらんいただきますと 115 億円、

４番目の小規模企業共済勘定のところが 138 億円の、それぞれ赤字となっております。こ

の２勘定の赤字を合計いたしますと 253 億円ということになりまして、法人全体の赤字の

要因がほぼこの２勘定で説明できるということかと思います。本日はこの２勘定を中心に

御説明をさせていただきます。

まず一般勘定でございます。

３月 11 日の大震災によりまして、高度化の資金の貸付先でございます商店街が津波で流

されまして、大変大きな損害を受けました。岩手県宮古市、釜石市の商店街がそれぞれ全

壊でございます。岩手県陸前高田市の共同店舗も全壊いたしました。宮城県気仙沼市の商

店街の立体駐車場の建物に甚大な被害が発生するなど、大変大きな被害が生じたわけでご

ざいます。また、津波による直接の被害を免れた内陸地方の貸付先につきましても、震災

後の経済活動の混乱、低下から、一定の影響が見込まれるということでございまして、こ

れを踏まえまして震災関連で 151 億円の貸倒引当金を積み増すということといたしまし

た。これが一般勘定赤字の原因でございます。

ちなみに、151 億円の引当金積み増しに対しまして一般勘定の赤字額が 115 億円にとど

まったことから、仮に震災がなかったならば一般勘定は黒字ということになったのではな

いかということが言えるかと思います。
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なお、震災の影響による貸倒引当金繰入等の影響額を法人全体でごらんいただきますと、

一般勘定高度化貸付の 151 億円に加えまして中小企業倒産防止共済勘定において、共済金

貸付関係の引当金増が 33 億円、産業用地の割賦販売に伴う売掛金関係の引当金の増加額

が、工業再配置等業務特別勘定で 27 億円、産炭地域経過業務特別勘定で８億円など、総計

で 219 億円に上るところでございます。

また、資料にはございませんが、東日本大震災の影響で中小企業大学校仙台校など機構

保有資産が損害を受けております。これらの復旧費用につきましては正確な見積もりが間

に合わず、平成 22 年度決算に盛り込むことができませんでした。これらにつきましては、

平成 23 年度決算で処理を行います。例えば仙台校では、建物の躯体に影響はないものの建

物の一部が損壊いたしまして、概算の修理費 5,000 万円ぐらいが見込まれるということで

ございます。

次に、小規模企業共済勘定について御説明いたします。

東日本大震災は金融市場への影響を通じ小規模企業共済勘定の資産運用にも多大な影響

を及ぼしました。一例を挙げますと日経平均でございますけれども、震災前の３月 10 日の

終値が 10,434 円でございましたが、震災の影響を受けまして３月 31 日の終値が 9,755 円と

いうことになっております。平成 22 年度の小規模企業共済資金は、このような厳しい運用

環境下にありながら、満期保有債権利息を中心といたします資産運用収入が、時価評価の

対象となる信託運用資産の運用損 330 億円を上回ることになりまして、差し引き運用利回

りはプラスの 0.87％となりました。

民間の企業年金などにおきましては平成 22 年度の運用利回りはマイナスの傾向という

ふうにお聞きしておりますけれども、それとの比較におきましても運用成績は良好であっ

たと言えるのではないかと思います。

ただ、運用利回りは 0.87％のプラスでございましたけれども、予定利率の１％を下回っ

たことから、将来の共済金支払いの準備のための責任準備金に対する積立不足額が増加を

いたしました。このため小規模企業共済勘定の当期赤字額は 138 億円となったわけでござ

います。

以上が損益計算書でございます。

次のページが貸借対照表でございますが、これにつきましては時間の関係で基本的に説

明を省略いたしますが、１点だけ御説明させていただきます。

貸借対照表の上から２番目の産業基盤整備勘定でございますけれども、この備考欄をご

覧いただきますと債務保証業務につきまして残高を書かせていただいております。御承知

のように債務保証業務は財務諸表上オフバランスの取引になりますので、この備考欄に書

かせていただいているわけでございますけれども、これにつきましては産活法に基づく事

業再構築円滑化等、債務保証業務に力を入れて取り組んでいるところでございまして、平

成 22 年度末の債務保証残高 124 億円、これは 15 社に対しまして保証をさせていただいて

おります。
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私からの御説明は以上でございます。

○加護野分科会長 どうもありがとうございました。

引き続きまして、機構の監査の立場から、高橋監事から監査報告を２分でお願いしたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。

○高橋監事 監査の高橋です。

初めに、平成 22 年度の財務諸表及び決算報告書については、会計監査人から適正である

との意見表明をいただいており、監事としても適正であると認めます。

次に、業務監査については、受益者である中小企業及び最大のステークホルダーである

国民の視点を最も重要視し、業務が適正かつ効率的に行われているかを念頭に実施いたし

ました。

昨年 12 月に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」で指摘さ

れた不要資産の国庫返納及び内部統制等については、トップのリーダーシップの下に対応

しており、おおむね適切であると認めます。

取引関係の見直しについては、随意契約の占める割合が反転するなど一部にはマイナス

面はありましたが、一者応札の割合は引き続き改善されており、給与水準の適正化につい

ても地域・学歴勘案で 103.7 と大幅に削減されており、組織的かつ継続的な取組みを評価

します。

内部統制については、全部門を対象にリスクを洗い出し、優先度の高いものから対応す

るなど更なる取組みがなされました。前回の監査報告で指摘した改善点については実現に

鋭意努めており進捗状況の報告も定期的に受けております。

未曾有の大震災への対応では組織を挙げて地域のニーズに機動的に対応しており、時宜

を得たものとして高く評価できます。

最後に感想と希望を一言。

中小機構も今日で８年目を迎え、独法としての制約の中で中小機構のあるべき姿につい

ての真摯な議論が求められていると個人的には感じています。具体的には、激変する内外

環境を踏まえて多彩なサービスを提供するとの基本理念はそのままでいいのか、また、基

本理念を実現する事業ドメインは明確になっており共有されているのか、見直しの必要性

はないのか等であります。内外で活発な議論が行われ、中小機構が今後ますます付加価値

を生む存在になることを期待します。

また、皆様の協力を得て監事監査に対する理解が深まり、監事監査報告書が主務大臣に

も提出されること、報告書の内容が分科会の評価に少しでも役立つこと、またそれによっ

て評価委員会と監事監査の連携が今後ますます深まることを願って、報告に変えさせてい

ただきます。

○加護野分科会長 ありがとうございました。

議題１につきまして、御質問・御意見等ございましたらお願いしたいと思います。いか

がでしょうか。専門家の立場から御意見がございましたら。
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○荒牧委員 非常によくやってらっしゃると思いながら、今、見ております。

１つだけ意味が分からない用語を教えていただいてもよろしいですか。決算報告書の各

勘定の注記のところに「損益計算書上の一般管理費から支部企画調整課等に要した経費を

除いた額」と書いてありますが、この支部企画調整課等というのがわからないので、教え

ていただけないでしょうか。全部の勘定に共通の注記なのですが。

○大槻経理グループ長 一般管理費から支部企画調整課等に要した経費を除く、という意

味は、一般管理費というのはいわゆる間接的経費というふうに定義されているわけですけ

れども、支部の事業の中では、企画調整課においても直接事業費的なものを実行している、

そういった意味で除いているということでございます。

○荒牧委員 そうするとこの「支部企画調整課等に要した経費」というのは、いわゆるそ

の間接費ではないということなのですか。

○大槻経理グループ長 そうです。その部分が含まれているということで除きました。

○荒牧委員 わかりました。あまり一般的ではない用語で、わからなかったので。ありが

とうございます。

○加護野分科会長 御質問・御意見いかがでしょうか。特にないようでございましたら、

平成 22 事業年度財務諸表について当分科会として承認してよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 では、当分科会として承認することにしたいと思います。

次に議題２の「独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成 22 年度業務実績及び評価につ

いて」の審議に入りたいと思います。

事務局から評価方法についての御説明の後、中小機構の櫻井理事から業務実績について

御説明いただきます。平成 22 年度業務実績の概要については 15 分、独立行政法人事務・

事業の見直しの基本方針への対応状況、東日本大震災に関わる中小機構の対応については

５分でお願いいたします。

○三宅企画官 資料２の独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成 22 年度事業評価につ

いて御説明いたします。

平成 22 年度の評価のウェートでございますが、「国民に提供するサービスの質の向上」

はトータルで 60％、これは変更ございません。①新たな価値を創造する新事業展開の促進

を 15％、②経営基盤の強化を 30％、③経営環境の変化への対応の円滑化を 10％、④期限

の定められている業務等を５％、としております。

東日本大震災における中小機構の各種取組の評価の項目は、③経営環境の変化への対応

の円滑化 10％になっております。先ほど、次長から御説明がありましたように、３月 11

日の震災発生以降、中小機構は専門家の派遣、仙台市、盛岡市に相談窓口を設置するなど、

多様な支援策を講じておりますけれども、組織として震災緊急復興事業推進部を設置した

のが４月１日でございます。したがいまして、平成 22 年度の評価のウェートは変更いたし

ませんが、23 年度は震災対応に多くの職員が携わっているということを考えますと、23
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年度は評価ウェートを変更する必要があるのではないかと思っております。

（２）「業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」は 20％で変更

ございません。（３）「財務内容の改善」の評価ウェートも 20%で変更ございません。

２．「その他の主な変更点」ですが、これは総務省から毎年、政策評価・独立行政法人

評価委員会から新たに盛り込む評価項目が来るわけですけれども、具体的な取組に当たっ

ては、東日本大震災に伴う被災者支援や復旧・復興対応の状況を踏まえ、二次評価を効果

的・効率的に行うものとする、というのが新たに付け加えられてございます。

「保有資産の管理・運用等」については新たな追加項目はございませんが、昨年 12 月７

日に閣議決定された取組については、22 年度の評価の対象となっております。

２ページ目でございますけれども、一番上の「内部統制」も昨年度と同様でございます。

３．「業務評価の基準及び方法」につきましても変更ありません。中小機構につきまし

ては自己評価を行っておりまして、機構の自己評価も参考資料の一つとして評価を決定し

ていただきます。

４．の評価のための指標でございますが、こちらも変更なしでございまして、AA は法

人の実績について、質・量の両面において中期計画を超えた極めて優れたパフォーマンス

を実現、Ａにつきましては、質・量のどちらか一方において優れたパフォーマンス、Ｂに

つきましては、法人の実績が、質・量の両面において概ね中期計画を達成、ということで、

それより下がＣ、Ｄでございます。

以上でございます。

○加護野分科会長 ありがとうございます。では引き続きまして櫻井理事お願いします。

○櫻井理事 企画担当理事の櫻井でございます。よろしくお願いいたします。

それでは私の方から、資料３、４、５の３つの資料を使いまして、昨年度の業務実績及

び震災対応、事務・事業の見直しに対する対応を続けて説明させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

資料３の昨年度の業務実績でございますが、今、中小企業庁の方からも話がございまし

たように、業務については４つの項目、それに加えて業務運営の効率化、財務内容の改善

のそれぞれについて御評価をいただくことになっております。

業務についてですが、３ページをご覧いただければと思います。最初の柱が、新たな価

値を創造する事業展開の促進、ということでございますが、専門家の継続派遣、販路開拓

支援につきましては、それぞれ課題解決率あるいはマッチング率について、目標を上回る

達成をいたしております。また、非常に売上等厳しい状況でございましたけれども、専門

家継続派遣の売上高平均伸び率、こちらも目標の 25％をクリアーしております。

最近の特色といたしまして、いろんなツールをうまく有効的に活用しながら効果的に支

援をしていきたいと思っておりまして、例えば３ページの下には支援例を１つ書かせてい

ただいておりますけれども、左側にございます産業廃棄古紙の再利用、これは従来、廃棄

物として処理されていた産業廃棄古紙を資源として小さくかみ砕いて、これをプラスチッ
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ク製品と混ぜて再資源化して利用する、こういった事業について支援をしておりまして、

国内での売上が下にありますように 18 年の 13 億から 63 億に伸びているほか、今、アメリ

カの大手化学企業と、アメリカでのビジネスについてかなり具体的な検討が進められてい

るところです。

４ページにまいりまして、新連携支援、これは法律に基づく中小企業の新たな連携によ

る新製品・新サービスの事業化、これに対する支援でございますが、中期目標 50％の事業

化率の目標に対しまして、80.7％の達成になっております。売上高が累計で初めて 1,000

億円を超えまして 1,146 億円ということで、昨年は約 900 億弱でございましたので、売上

高も大きく伸びております。

また、テーマにつきましても、右側の方に新連携のテーマをいろいろ書いてございます

が、多様なテーマ、かなり先端的なテーマを含めて支援させていただいているところでご

ざいます。

５ページにまいりまして、大学発等ベンチャーへの支援としてのインキュベーション事

業でございますが、540 社に御入居いただきまして、目標の事業化率 30％に対して 60％を

達成しているところでございます。５ページの下側に入居率という目標もいただいてござ

いますが、こちらにつきましては、残念ながら 90％の目標をわずかですけれども下回って

おりまして、今、88％という状況になっております。引き続きこれについては入居率の改

善に努めているところでございます。

６ページにまいりまして、ビジネスマッチングでございます。１つには販路開拓のマッ

チングでございますが、これは中小企業総合展を東京、大阪で開催いたしまして、販路開

拓をしておりますが、マッチング率は目標を達成しております。

最近の特色といたしましては、１つには、ベンチャーフェアを別に行っていたのですが、

これを同時開催いたしまして、業務の効率化と集客力の向上ということを図っております。

また、後でも申し上げますけれども、最近、国際化というのが大きなテーマになっており

ますので、この総合展におきましても海外展開スクエアを設けまして、海外の支援機関や

海外の企業に来ていただくといったような試みをしているところでございます。

右側には資金調達マッチング、これはベンチャープラザ等を通じまして、これについて

も目標を達成しておりますし、販路開拓ナビゲーターについても目標をクリアーしている

ところでございます。

７ページのファンド出資事業でございますが、昨年度は合計で３ファンド、私どもから

の出資契約額としては約 48 億円となっております。７ページの右側に中間アウトカムとい

うものが書いてございますけれども、IPO を達成した企業が昨年度 101 社ということで、

100 社を超えたという状況になっております。また、私どものファンドから投資をしてお

ります投資先企業の事業効果を見ますと、売上高においても、従業員数においてもかなり

の大きな増加を見ておりまして、頑張っていただいていることかと思っております。

８ページからは２つ目の柱の経営基盤の強化でございます。
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８ページにございますのは、これも法律に基づきます地域資源の活用支援、それから、農

商工連携の支援でございます。そこにございますように、目標では事業化率というのをい

ただいておりますけれども、これも大きく目標を上回って達成しております。また売上額

も 454 億円、114 億円と、これは前年に比べますと２倍弱から３倍強の伸びになっている

ところでございます。

９ページにまいりまして、農商工連携あるいは地域資源の場合には、やはり販路開拓が

非常に重要なテーマでございますので、さまざまな形で販路開拓支援を行っております。

イベントを開催する、あるいはいろいろな民間のパートナーの方と連携をしてイベントを

行う、右下にはアンテナショップの Rin がございますが、この Rin においてさまざまな事

業を行う、といったような諸々の支援をしながら、販路開拓を支援しているところでござ

います。

10 ページは国際化の支援でございます。これは特に昨年度ごろから、中小企業の国際展

開を支援しようというのが、政府全体としての大きな動きになっておりまして、私どもと

しても特に昨年度から事業の強化に入っているところでございます。

これの実施に際しては、ジェトロ等関係機関との連携と分担というものをしっかりとり

ながら行っていきたいと思っているところでございます。具体的には１つ目にはアドバイ

ス、これは従来から行っておりますが、昨年については、その件数も 22.6％増えておりま

す。役立ち度もおおむね皆様方から役立ったという評価をいただいております。

昨年度から始めましたのが、海外展示会への出展支援、これは海外で展示会が行われる

ところに出て行きたい中小企業について、出る前から出たとき、それから出た後と一環し

てフォローするという事業でございます。また、国内の国際展示会支援、これは国内で行

う海外バイヤーがたくさんいらっしゃるような展示会、こういったところに出展される企

業を支援するという事業でございます。いずれも直接アウトカムにありますように、非常

に高いマッチング率を達成しているところでございます。

右側にございますが、ここでは支援例として、中国・工業見本市の例を書いております。

これは岐阜県のゴミ処理機を作っておられるメーカーですけれども、全く国際経験がなか

ったということで、私どもの方で、技術移転、英文の契約書の作り方といったようなとこ

ろから指導させていただいて、現地における商談にも立ち会わせていただく、といった支

援をしているところでございます。

11 ページにまいらせていただきます。経営課題に応じた専門家の派遣ということで、長

期専門家継続派遣事業、経営実務支援事業、戦略的 CIO 育成支援事業等々行っております

が、いずれも中期計画目標をクリアーして 90％台後半の課題解決率ということになってお

ります。

12 ページでございますけれども、人材育成でございます。これは中小企業大学校で行っ

ているわけですけれども、昨年度につきましては 28,000 人強の方に受講いただいておりま

す。これについては、受講者の役立ち度という目標をいただいておりますけれども、90％
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の目標に対して 97.2％ということになっております。

右側には私どもで行っておりますフォローアップ調査について書いておりますけれど

も、特に中長期研修においては、自社の課題を持ってきていただく、それぞれの自社課題

についてセミナーの中で取り上げるというようなことを行っております。その結果、調査

時点で実施の効果ありが 86.6％ということで、具体的には下に４つほど書いておりますが、

例えば２つ目のマルにありますように、生産プロセスにおけるリードタイムの短縮という

ことを長期研修の課題研究で行って、その成果を踏まえて、製品在庫を 80 台から 30 台と

60％強減らしたといったような形の、在庫管理の合理化といった成果が出ているという報

告をいただいております。

13 ページでございますけれども、高度化事業、これにつきましては、目標としては直接

的アウトカムのところにありますけれども、貸付後３年経過後の貸付先（組合）の目標の

達成度、という目標をいただいておりますけれども、82.4％の方が目標を達成したという

ふうに回答してございます。

時間もございませんので、若干、スキップさせていただきますけれども、15 ページをご

覧いただければと思います。右側に J-Net21 による施策情報の提供、これはインターネッ

トを使って中小企業の皆様方に役に立つような情報提供をさせていただく事業でございま

す。中期計画目標では 25 年度末までに年間のアクセス数 2,500 万件ということにしており

ましたけれども、昨年度で既に 4,347 万件ということで、目標を 70％強上回っており、こ

れを更に伸ばして皆様にお役に立てる情報を更に提供していきたいと思っております。

15 ページの右下に経営相談がありますが、これは地味ではありますけれども我々がいろ

いろな支援をするときの１つのきっかけになることも多くございますので、ここもしっか

り行っていきたいと思っております。13,500 件ほどの相談を受けまして、99.4％の方から

役に立っているということで評価をいただいているところでございます。

16 ページからが３つ目の柱であります経営環境の変化への対応の円滑化です。

１つには共済事業がございます。中小企業倒産防止共済・小規模企業共済、それぞれ新

規の加入件数の目標がありますけれども、倒産防止共済については目標の２倍、小規模企

業共済については目標の 1.5 倍を達成しております。また、倒産防止共済の場合は迅速性

が勝負でございますが、右側にございますように、審査期間の 10 営業日以内での審査の終

了という目標に対して、93.1％が目標をクリアーしているということで、平均審査期間も

昨年の 7.1 日から更に短縮して 6.1 日程度と、迅速な対応をしているところでございます。

17 ページでございますが、左側は再生支援協議会の支援です。再生支援協議会そのもの

は各都道府県単位でできておりますけれども、そちらが再生支援計画をつくる際に私ども

の全国本部が支援するということで、助言回数が 5,000 件強、それから協働支援というの

は一緒に作業するということでございますけれども、それが 108 件ということになってお

ります。

右側は再生ファンドでございますけれども、ファンドについては、昨年、３ファンドを
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作っております。今までの累計で、中間アウトカムというところがございますけれども、

再生完了企業数が累計で 74 社、ここでの雇用確保が 4,000 人を超えるというような状況に

なってございます。

18 ページは震災対応でございますが、これについては後でまた御説明をさせていただき

ます。ただ、大震災だけではありませんで、その前に口蹄疫の問題等もございまして、そ

れについても私どもは窓口を設ける、ファンドをつくる、といった対応をしております。

19 ページが最後の柱でございますが、期限の定められている業務ということで、具体的

には産業用地の分譲業務ですけれども、これにつきましては、左側にございますように、

昨年の利活用実績は 30.9ha でございます。これはその前の 17ha に比べると 1.8 倍というこ

とになっておりますし、完売団地は２つ増えて 29 団地になっております。

率直に申し上げまして、リーマンショックでかなり厳しい状況におかれている中で、そ

こを持ち直してきているということで、今年度につきましては、右側にございますけれど

も、今の段階で 17 件、64ha ぐらいのほぼ契約に持ち込めるであろうという案件がござい

ますので、引き続き利活用に努力していきたいと思っているところです。

以上で業務に関する説明をさせていただきました。

次に、業務の効率化ということで 21 ページをご覧いただければと思います。大きな目標

として３ついただいております。

１つ目の一般管理費につきまして、年平均３％以上の削減ということですけれども、22

年度までで平均 6.2％、合計 12.4％を削減しています。

第２の目標の人件費について、これは 23 年度まで毎年１％ずつ、６％以上を削減すると

いう目標でございますけれども、既に 22 年度の段階で、17 年度比で 16.5％の削減を達成

しているという状況です。

運営費交付金につきましては、年平均１％以上の削減ということですけれども、これも

平均で 9.7％、22 年度につきましては、21 年度比 10.6％でございますので、約 10 倍の達成

という形になっております。

22 ページについては、契約の適正化、随意契約を減らすということでございますが、こ

れも着実に進めているところでございます。

時間もございませんので、後は簡単にさせていただきますが、23 ページ以降は、支部が

独自に創意工夫して取り組んだものということで、幾つかの例を挙げております。例えば

左下に、四国サイコーダイガクというのが書いてございますが、それぞれの地域で、生産

者の方、中小企業者の方、地域の活動家の方に入っていただいて一種のセミナーを行って、

地域興しのような運動に取り組むとか、いろいろな取組みを支部単位で行っているところ

でございます。

24 ページ以降は、支部といろいろな関係機関との連携ということで、例えば 25 ページ

では、「信金 PLUS＋」という近畿支部の取組みを書いてございます。これは大手企業の

ニーズと中小企業のシーズを組み合わせるという事業を、支部と信金とで連携をとりなが
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ら行っているといったことでございます。

ちなみに 25 ページの左にございますが、私どもは金融機関との連携を非常に重視してお

りまして、業務提携協力協定のようなものを結んでいる機関が 200 強ございます。

26 ページが PDCA サイクル、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

でございまして、１つには、昨年度について申し上げますと、ファンドを従来の５ファン

ドの類型から３ファンドに再編成するとともに、出資の要件を緩和しまして出資しやすく

するというようなことを行っております。

外部有識者の方々の御意見を入れていろいろな見直しをするということがございます

が、この関連で資料４にいっていただきますと、昨年につきましては、いわゆる仕分けが

ございまして、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針というのが、昨年 12 月７日

に閣議決定されております。資料４はその全体像を示したものでございます。時間もござ

いませんので詳しい説明は省略させていただきますが、基本的に言えば、いただいた宿題

については、22 年度から実施するべきものについてはすべて実施しているというふうに御

理解いただければと思っております。

以上が業務の効率化でございますが、資料３の 27 ページ以降は財務内容の改善について

です。これにつきましては、先ほど村上理事から御説明をいたしました決算内容と重複い

たしますので、説明を省略させていただきます。

続いて、資料５をご覧いただければと思いますが、震災に対する私どもの対応でござい

ます。これは今回の評価の対象になります３月 31 日までの分のみならず、それ以後のもの

も含めて、参考までに書かせていただいております。

資料５の一番上の横長の部分が、時系列で体制をどのように作っていったかということ

です。３月 11 日の震災当日に災害対策本部を設置いたしまして、３月 31 日、４月１日に

かけて、仙台・盛岡・福島に復興支援センターを作り、更に４月１日に本部に復興事業推

進部を作ってそこに人を配置しております。

随時、規模は大きくしておりまして、支部の規模も大きくしておりますし、茨城にもデ

スクを作るということをしてございます。現在のところ、併任でほかの部にいながらこの

仕事をしている職員を入れますと 126 人程度がこの事業に携わっており、相当のリソース

を割いて、現在この事業を行っているところです。

具体的な事業の中身につきましては、下に３つほど括りがございますが、左は、直ちに

講じた措置でございまして、これは主に金回りでございますけれども、共済事業において

掛金の納付の免除をするとか、災害時の貸付について無利子化を図るとか、あるいはその

限度額を引き上げるといった、資金まわりの手当を早急にしたところでございます。

真ん中でございますけれども、復旧・復興に向けた対応でございます。これは言ってみ

れば新たな事業、先ほど豊永次長からもお話がございましたように、法律改正を踏まえて

行う事業その他でございます。

仮設施設の設置につきましては、一番下にエントリーの受付状況というのがありますが、



13

40 の市町村から既に 271 か所についての要請をいただいておりまして、これを今、逐次、

進めているところでございます。具体的には市町村との協働事業として、市町村の方で土

地を御提供いただいて、そこに私どもが建物を建てさせていただく、そして市町村を経由

して被災された商店街の皆様方あるいは工場の方々にそこに入居をしていただく、こうい

う事業を進めているところでございます。

２つ目が左下でございますが、高度化制度を使いました災害復旧貸付、これも大幅に条

件を緩和しております。それから電力需給の問題が大きくなっておりますので、省エネ・

新エネ・自家発電等について、高度化の枠組みの中で全国的に融資その他の対応をしたい

というふうに思っているところでございます。

右側に復興アドバイザーというのがございますが、これは、専門家の方に行っていただ

いて復興の支援をするもので、自治体の取組みを支援する場合もありますし、個別企業の

取組みを支援する場合もございます。既に６県で 362 人日の人を派遣しているところでご

ざいます。

右下に、これも先ほど次長の方から言及がございましたが、原発事故による被災事業者

に対する特別支援ということで、これは福島県の方に私どもの方から 420 億円の資金を出

資いたしまして、それを使って原発事故で避難を余儀なくされている事業者の方に対する

支援、無利子融資をしているところでございます。

右端は、従来の我々の事業の応用として復興の支援をするということであります。一番

上には震災復興支援イベントの実施とありますように、既に５月に中小企業総合展を大阪

で開いたときに東北コーナーのようなものを設けておりますし、その前から Rin でもいろ

いろな支援をしておりますし、９月には震災復興支援フェアという特別なフェアを行いた

いと思っております。また海外展開、中小企業大学校、こういったところでも震災対策と

いうことで特別の事業をしたいと思っているところでございます。

以上が震災についての対応でございますが、ただこれは、現時点における対応でござい

まして、これで終わっているわけではございません。さらに、これから必要に応じて対応

していきたいというふうに考えているところでございます。

以上です。

○加護野分科会長 震災対策の実際的な評価は来年度になると思いますが、以上について

御質問・御意見等ございましたらお願いします。

○杉浦委員 質問ですけれども、３月 11 日に災害が起こって、すぐに対策本部を設置して

いらっしゃいますけれども、これはもう、こういう場合にはここの部署がやるというのを

初めから決めていらしたのか、それとも大変だというので、災害後に本部長任命とか行わ

れたのか、どちらでしょうか。

○草桶理事 大災害のときに、すぐに関係のある部局が頭に浮かぶわけです、共済であり

ますとか、高度化でありますとか、ですから最初からそういった点は事前に、いつも復習

しておりまして、それを発動したということです。
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○加護野分科会長 ほかにいかがでございますか。

○荒牧委員 業務の効率化で、人件費とか交付金とかを大幅に削減されていて、すばらし

い、目標を上回っているということになるわけですが、これは、下げることができてしま

うことによって、デメリットというのですか、自分自身の首を絞めるようなことにはなら

ないのですか。そういう余計な心配もしてしまうのですが、ここまでできるのだったらも

ともとできたのではないかという話にはならないのですか。

○加護野分科会長 無理して減らし過ぎていないか、という御質問だと思いますが。

○櫻井理事 無理してという意味にもよるかと思いますけれども、私どもも勿論、減らす

べきどころは減らしながら業務は行いたいと思っております。ただ、例えば 21 ページの下

に常勤職員数が書いてございますけれども、かなり組織がスリム化しているのは事実でご

ざいまして、880 人いたものが 22 年度末は 794 人とスリム化しております。

したがって、一方で、業務量が必ずしも減っているわけではございませんので、そこは

やはりメリハリをつける、あるいは間接部門等の効率化を図るということで、私どもなり

にバランスを取りながら努力しているつもりでございます。言ってみれば、業務の効率化

を達成するがゆえに、サービスそのものが下がるということであっては、本末転倒だと思

っておりますので、そこのバランスには十分配慮しながら業務を実施させていただいてい

るところでございます。

○荒牧委員 ここ数日、二重ローンの免除の機構を作るみたいな話がありまして、それな

どもこちらがメインになるというふうに伺っておりますけれども、その人的リソースの投

入とかはどうなるのですか。

○草桶理事 全く新しい業務でありますので、恐らく今いる職員の活用もいたしますけれ

ども、例えば、外部の専門家を新たに雇い入れるとかそういったことも含めて対応してい

くということになるかと思います。

率直に言って、だんだん人員的には限界に近づいてきていて、非常に少ない状態になっ

ておりますので、外の人間を使うなどしないとなかなか対応できない状況です。

○荒牧委員 そういう何か想定していない新しい業務とかのときに、あまり頑張って人を

減らし過ぎていると、きついのではないですか。

○草桶理事 そこはだんだん岩盤に近づいてきているなという感じを持っております。新

しい業務ですから外部の人材の活用とかその他、本来の人員のことも含めまして役所と相

談しながら行っていこうと思っております。

○渡邊委員 大きな流れからいうと、機構の業務は結構増えているのですが、その割には

人員とかは政府の方針として減らしていくということで、どちらかというと専門家を育て

るというよりも、外注管理と言ってはいけないのですが、ある程度そういう外の力を使っ

てそれの評価をするのが機構というようになっていくのではないかと思うのですけれど

も、その辺はどうなのですか。

○草桶理事 外の人を使うのですが、その外の人をどのように使って企業にサービスする
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のか、というマネジメント能力を職員には付けさせているところです。

○前田理事長 よろしゅうございますか。私も実は、大変そこが頭の痛いところなのです

が、私の理事長という立場から言いますと、言い方としては、乾いた雑巾でもまだ絞るこ

とができるというようなスタンスになっております。ただ、限界に近づいて来ているのは

確かで、昔、椎名悦三郎が言った省事、事を省くという言葉がございますが、決裁の印鑑

の数がまだ多過ぎるということはありますが、そういう決裁の印鑑の数を減らせば済むと

いうような話をやや超えつつあります。それで部下は、今、大変苦労をしているのだと思

います。

計画上の人の数は、きちんとした制約があるわけではなくて、増やしても良いのですが、

賃金の総額が抑えられているものですから、２倍にすれば賃金が半分になってしまいます。

忙しくなる中でそういうこともおかしいものですから、結局は、数の制約が残っていると

いうことでして、今、申し上げましたように、外部の専門家をどのようにコーディネート

するかとか、今度の仮設の工場を作るときにも、いろいろとヒトの工夫をしながら行って

いるところでございます。

今はもう少しやれるかというところでして、限界までいった時にはどうしようかなと思

いながら、今まだ努力しているというところが実態かと思っております。

○加護野分科会長 今のことについて、いかがでしょうか。御質問等ございましたら。

○杉浦委員 給与水準を下げて業務量はむしろ増えていると、その分残業が増えるとか、

そのようなことはないのですか。

○草桶理事 一番最近の状況でいいますと、残業も減らすということを行っておりまして、

現に減っております。ですから自画自賛かもしれませんけれども、とにかく効率を上げる

ということで行っているところです。

○杉浦委員 効率が上がっているということですね。

○草桶理事 あともう一つ、給与の話について言いますと、やはり独法見直しの中で別の

観点で抑制を行っておりますが、そこは職員の方も理解して受け入れていただいておりま

す。一方で、一生懸命働いてくれということで、ありがたいことに２つとも職員の理解を

いただいて行っているところです。

○加護野分科会長 独法の場合は、サービス残業規制みたいなものが労基局からはないの

ですか。

○草桶理事 当然、対象になります。

○加護野分科会長 違法なことが起こらないように気をつけないといけません。

ほかいかがでございますか。

よろしければ、平成 22 事業年度の評価の審議に入らせていただきたいと思います。中小

企業機構の関係の皆様方には、一時退室をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。

（中小企業基盤機構関係者一時退室）
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○加護野分科会長 審議に入ります前に、事務局から資料の取扱いについて御説明があり

ます。よろしくお願いいたします。

○鍛冶参事官 ただいまお配りいたしました資料は、これからの御審議を進めていただく

ための参考として作成させていただきました。中小機構には提示をしておりません。また

この御審議が終了した後に、回収をさせていただきます。

よろしくお願いします。

○加護野分科会長 それでは、これを用いて評価の審議を行いたいと思います。

当分科会としては総合評価だけではなく、お手元の項目別委員評価結果表の中期計画に

即した指標である６項目、すなわち、１．国民に提供するサービスの質の向上に関する事

項のうちの（１）新たな価値を創造する新事業展開の促進、（２）経営基盤の強化、（３）

経営環境の変化への対応の円滑化、（４）期限の定められている業務等の４項目、それか

ら、２．業務運営の効率化に関する事項、３．財務内容の改善に関する事項の２項目につ

いて、項目ごとの評価を求められております。

まずは１．の（１）～（４）、２．、３．の順に評価を決め、最後に事業年度の評価を

決定するという順序で進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

まず、１．の（１）の新たな価値を創造する新事業展開の促進でございますが、皆様方

の評価は、AA がお一人、残りがＡということになっております。これを基にしながら評

価案を作っていきたいと思いますが、いかがでしょうか。

平均しますとＡということになると思いますが、これはＡということで決めさせていた

だいてよろしゅうございますか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 （２）の経営基盤の強化ですが、これはお二人が AA、残りの三人が

Ａということになります。多数決ということになりますと、Ａということになりますが、

Ａという形で評価案を決めさせていただいてよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 （３）の経営環境の変化への対応の円滑化ですが、これに関しては AA

が二人、Ａが三人ということになっております。これは参考平均値を基にしてＡというこ

とにさせていただいてよろしゅうございますか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 （４）のその他期限の定められている業務ですが、これに関してはか

なり評価がばらついておりまして、AA の方が一人、Ａの方が二人、Ｂの方が二人という

ことになっております。事務局の参考平均値、これは点で換算していただいてＢというこ

とになっておりますが、この参考平均値を基にしてＢということにさせていただいてよろ

しいでしょうか。

○鍛冶参事官 もし何かご意見がございますれば、おっしゃっていただければと思います。

○加護野分科会長 平均するとＡになりそうな感じがするのですが、ポイントからすると
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Ｂになるわけですね。

○鍛冶参事官 そういうことでございます。

○加護野分科会長 この採点システムは、AA、Ａ、Ｂにそれぞれ点を決めて平均している

わけですよね。

それでは（４）は B ということにさせていただきたいと思います。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 ２．業務運営の効率化に関する目標を達成するための取るべき措置と

いうことに関しては、AA が二人、Ａが三人ということになっております。事務局の平均

値の計算の参考平均値ではＡということになっております。

○鍛冶参事官 参考平均値はあくまで参考でございますので、もし自分は是非ここは AA

だとかＢだとかございましたら積極的にご意見を頂戴できればと思います。

○加護野分科会長 いかがでしょうか。

○鍛冶参事官 これまでの部分につきましても、もしございましたら、是非おっしゃって

ください。

○杉浦委員 業務運営の効率化について、AA を付けたのですが、大変よくやっていると

思います。

○加護野分科会長 先ほどもご質問がございましたが、やり過ぎが心配になるほどよくや

っておられるということであれば AA でもいいのではないかというご意見でございます

が、ほかの皆さんいかがですか、もうお一人 AA の方がいらっしゃいますが。

それでは、ここは AA っていうことにさせていただいてよろしゅうございますか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 では、AA ということで評価案を作らせていただきたいと思います。

３．の財務内容の改善に関する事項については、Ｂが四人、Ａが一人ということになっ

ておりますが、平均しますとＢで、Ｂの方の数が多いということもございます。

Ｂといいましても、市場の上下による部分もかなりございますので、それをどう勘案す

るかということなのですが。

○渡邊委員 私はＢですけど、これは結果ですからね。

○加護野分科会長 そうですね。

○杉浦委員 結果がだめな場合はやはりＢになります。本当はＢではないかもしれません

が。

○加護野分科会長 ベンチマークで比較すると、まあまあいい線行っているという事も言

えなくもないわけでございますが、結果としてみれば、なかなか数字の面での目標達成は

出来ていないということですので、ここは評価案をＢということにさせていただきたいと

思います。

もう一度確認させていただきますと、１．の（１）はＡ、１．の（２）はＡ、１．の（３）

もＡ、１．の（４）はＢ、２．に関しては AA、３．に関してはＢ。
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これの平均値ということになりましたら、どうなりますでしょうか、事務局。

○三宅企画官 確認します。サービスのところの（１）がＡ、（２）がＡ、（３）がＡ、

期限業務のところがＢ、業務運営が AA、財務内容がＢ。トータルしますと点数が 3.95 で

ございます。3.95 ですと 3.5～4.5 の間ということで評価はＡになります。

○加護野分科会長 総合評価はＡということになりますが。

○荒牧委員 （３）の経営環境の変化の対応円滑化 10％のところですが、ここは AA を付

けたのですが、やはりその震災対応というのが、確かに 20 日間分しか反映はされていない

のですけれども、今回のその初動というのですか、それは非常に目立って、すばらしく世

間にもアピールされていたと思いますし、いろいろな独法というか政府関係機関があるな

かで、非常にその動きが素早かったので、そこは何らかの評価をもう少しできないかなと

いう気はいたします。

○加護野分科会長 １．の（３）も AA が適切ではないかという御意見でございます。あ

とお一人 AA を付けられた方がいらっしゃいますが、ほかの委員の皆様方はいかがでござ

いますか。来年度の評価と言いつつも、やはり３月中に起こった出来事であって、３月中

の対応が極めて円滑であったということを考えれば、ここに評価をもっとはっきりと反映

させてもいいのではないかという荒牧委員の御意見でしたが。

○杉浦委員 私も AA を付けたのですけれども、東日本大震災にも迅速に対応しているし、

口蹄疫などの災害等についても機動的な対応をしていると思います。中小企業の再生支援、

中小企業倒産防止共済、小規模共済等も質・量共に中期計画を越えていると判断しました。

このため AA でも良いのではないかと思います。

○荒牧委員 中小企業倒産防止共済、小規模共済のところが数字的にいつもはそんなによ

くないのですけども、今回は非常にその定量的にいいので。

○加護野分科会長 ほかの委員の皆様、特に御意見がございませんようでございましたら、

AA という形の評価に変えさせていただきたいと思います。

こうしますと、結果というのは変わってまいりますでしょうか。

○三宅企画官 点は 3.95 から 4.05 になります。

○加護野分科会長 4.05 とすると、3.5 から 4.5 はＡということで、Ａは変わらないですね。

○三宅企画官 Ａは変わらないです。

○加護野分科会長 総合評価のＡは変わらずでございます。総合評価をあえて AA にする

必要性というのはいかがでございますか。皆さんの御意見はどうですか。

○渡邊委員 Ａだからいい。

○杉浦委員 そうですね。

○加護野分科会長 ここはあえてＡを AA にするという必要はありませんか。

○杉浦委員 AA は付け過ぎかなと思いますね。

○加護野分科会長 それでは、総合評価はＡという形で、以上で決めさせていただいてよ

ろしいでしょうか。
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もう一度確認させていただきますと、１．の（１）Ａ、１．の（２）Ａ、１．の（３）

AA、１．の（４）Ｂ、２．AA、３．Ｂ、総合評価Ａという結論をつけさせていただきた

いと思います。

それでは、これで決定させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

では、機構の方々に入っていただいてよろしいですか。

（中小企業基盤整備機構関係者再入室）

それでは、当委員会の評価案が決まりましたので、中小機構の皆様方に御報告させてい

ただきます。

まず、１．の（１）、新たな価値を創造する事業展開の促進の評価案はＡでございます。

（２）経営基盤の強化、これもＡでございます。

（３）経営環境の変化への対応の円滑化、これは AA。

（４）その他期限の定められている業務はＢ。

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するための取るべき措置は AA でございます。

３．財務内容の改善に関する事項、これはＢでございます。

以上を勘案しまして、総合評価はＡでございます。

なお、中小機構の業務評価につきましては、最終的に７月 14 日に予定されております経

済産業省独立行政法人評価委員会で審議されることになっておりまして、ただいまの結果

を私から御報告させていただくことになっております。

それでは、評価の結果を踏まえ、前田理事長から一言お願いいたします。

○前田理事長 委員の皆様からは、大変立派な評価をいただきまして、誠にありがたく思

います。

ただいまいただいた評価は 22 年度でございますが、23 年度は震災で現在走っている部

分に経営資源を相当割かざるを得ない状態になっておりますが、外での評判は仮設の店舗

やその他大変評判が良いものになっております。

ただ私は、こういうふうに職員に申しております。これは 23 年度に向けての 22 年度か

らの走り方なのですけれども、期待が高くなりますと、その分期待が外れたときには、当

たり前のことですが、批判も大変大きくなります。

まして私どもは、現在、とんかち仕事といいますか、建物を作ったりする現場仕事を行

っておりますが、その土地は２万人を越える人たちが亡くなったり行方不明になったりし

た土地でもあるわけであります。敬虔な気持ちといいますか、周りの評判がいいからとい

うことではなく、謙虚な気持ちを持って仕事をしなければいけないということも併せて指

導しているところであります。

建物は建てられますが、亡くなった人は戻ってまいりませんので、そういう気持ちも併

せ持って、謙虚さを失わずにこれからも仕事を続けるようにと指導しております。

今日いただきました 22 年度の評価につきましては、そうしたことで忙しく働いている職

員にとりましても大変励みになるといいますか、勇気付けられる評価であったと、私はそ
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ういうふうに感じております。

本日はどうもありがとうございました。

○加護野分科会長 どうもありがとうございました。

２．の評価は AA ということになっておりますが、これは確かによく頑張っておられる

という意味での AA でございますが、一面ではこの状態を続けていくとかなり心配なこと

になるという心配も含めての AA でございますので御理解いただきたいと思います。

（「はい」の声あり）

○加護野分科会長 事務局の方から、続きまして何かございますか。

○三宅企画官 報告事項が２点ございます。資料は参考資料４と参考資料５でございます。

参考資料４、これは産業基盤整備勘定における国庫納付でございますが、政府出資金に

つきましては、業務終了の翌年度に国庫納付するということになっております。

従来は機構法附則 13 条の２、あるいは 13 条の３において、国庫納付しておりましたが、

昨年の７月に通則法が改正になりまして、通則法 46 条２に基づいて不要財産を国庫納付す

ることが可能となりました。

今回、附則で規定されなかった部分、新事業促進法等につきまして国庫納付が決まりま

したので、機構法の附則ではなく通則法 46 条２によって国庫納付するという従来とは違っ

た手続きをしますので、御報告させていただきます。

資料５につきましては、今回の災害対策で、分科会の委員の皆様方に御迷惑をおかけし

ましたが、書面審査に代えさせていただきました中期目標と計画の変更につきまして、記

載しております。これは御報告でございます。

○加護野分科会長 ありがとうございました。

中期目標・計画の変更に関しましては、皆様方お忙しい中、優先して審査いただきまし

て、ありがとうございました。

これをもちまして、第 23 回「中小企業基盤整備機構分科会」を終了させていだだきます。

長時間にわたり、御審議ありがとうございました。


