
 

 1 

第２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１６年６月２日（水） １０：００～１２：００ 

２．場所 経済産業省国際会議室 １７Ｆ国際会議室 

３．出席者 

（委員） 伊丹分科会長、岡崎委員、佐藤委員、杉浦委員、永岡委員、村本委員 

（経済産業省） 大道事業環境部長、長尾企画課長、内山政策評価広報課長、北川産業資

金課長、上田地域経済産業政策課長、櫻井石炭課長、由良企画課長補佐 

（中小企業総合事業団） 井上総務部長 

（地域振興整備公団） 宮崎総務部長 

（産業基盤整備基金） 野澤総務部長 

４．議題 

（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務の実績の評価について（案） 

（２）独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期計画（案）について 

（３）独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務方法書（案）について 

（４）独立行政法人中小企業基盤整備機構の役員報酬等の支給基準（案） 

（５）その他 

 

○伊丹分科会長 それでは定刻になりましたので、委員の皆さん全員お集まりいただいた

と思いますので、「第２回中小企業基盤整備機構分科会」を始めさせていただきます。本

日は残念なことですが、井上委員と加護野委員がそれぞれご都合により欠席されておりま

す。私も含めまして残りました６名の委員及び機構側、経済産業省側の形で会議をさせて

いただきます。 

それでは、お手元の議事次第をご覧いただきますと、議題がその他も含めまして５つご

ざいますが、そのうちの一番中心的なものは最初の２つでございます。これについて事務

局よりご説明をいただきます。 

○長尾課長 それでは、私から参考資料２で中期目標と中期計画、今回中心的にご審議

いただく中期計画の対比表という横長の資料をお配りしていると思います。恐縮ではご

ざいますが、資料の一番下の方に入ってございますが、これに基づきまして、全壊ご審

議いただいてご了承いただきました中期目標の一部修正点がございますので、まずそれ

をご報告させていただきたいと思います。 

 参考資料２の２ページ目の（４）の業務全般の効率化の項目のところでございます。

それの１つ目のポツのところでございますけれども、ここのところは新しくできます機

構の管理部門の経費を中期計画の期間内においてどの程度削減するかということが書い

てある項目でございます。ここにつきましては、前回の中期目標のときにおきまして、

とりあえずこれまで先行的に実施されました各独法のある意味で横並び的な観点から、
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年率３％削減して、合計１５％削減するということを立てさせていただいたわけでござ

います。後ほど中期計画の中で詳しく申し上げますが、そのときもお話申し上げたよう

に、新しい法人というものが顧客のインターフェースのところにより多くの人を割くと

いうことで、今回、それを具体的に全職員の過半数を地方にもっていく。それから、本

部の中でもよりそれを業務的にサポートするところにより多くの人員を割くということ

で、徹底的な見直しを行いました。 

 その結果として、管理部門のところの人員をできるだけそちらの方に振り向けるとい

うことで再計算をしたところ、通常の法人の約倍、管理部門については１５％ではなく

て３０％カットするということで、そういった業務、顧客とのインターフェースのとこ

ろに多数の人をもっていけるということが判明しましたので、当初の１５％を３０％に

変えさせていただいて、これを中期目標とするということにさせていただければと思っ

ております。それが１点でございます。 

 もう１点は、資料１でございますけれども、独立行政法人新機構の業務の実績の評価

について（案）というペーパーでございます。このペーパー、実は中身はプロシジャー

的なところしか書いていないわけでございますけれども、後ほどご審議いただきます中

期計画というものを後でどのように評価するのだということを事前にご確認いただきた

いという趣旨でございます。 

 中期目標が評価のやり方として２回やらなくてはいけないということがございまし

て、１つは中期目標の期間が終了したときに評価をするというのが根本的な評価のタイ

ミングでございますけれども、それに合わせて毎年度終了時においても中間評価という

か、各年度評価をやっていただくということを考えております。 

 実績評価でございますけれども、中期目標の２の業務の効率化に関しましては、ある

意味で実施すべき措置の実施状況をみていただくということしかないわけですが、３ポ

ツの国民に提供するサービスの質の向上につきましては、各種の具体的な業務がそこで

列記されております。そういったものをその下に書かれております各種の配慮要因を含

めて評価していただくことが必要になるということでございます。そういったものを総

合的に評価していただくということをやっていただく必要がございます。それは中期目

標の終了時でございますが、各年度におきましても、それをある意味で因数分解して、

各年度我々の方から会社でいえば決算報告書というものを事前に皆様にご提示させてい

ただいて、それをベースに評価していただくというプロセスがございます。 

 その評価の結果というのは、その紙の一番下に書いておりますけれども、それぞれの

役員の経営責任の判定に反映されるということで、具体的には役職員の俸給規定の中に

評価基準、後ろの紙にございますようにＡＡからＤまでという５段階評価。ある意味で

通信簿的でございますけれども、それに応じて自動計算される形で役員報酬規定が構成

されることになりますので、そこに反映されるということでございます。 

 もう一つは、事業自体の拝し、縮小、拡充、組織の在り方等を翌年度、または次期中
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期目標に反映させるというようなプロセスになっていくということでございます。これ

は中期計画の結果の方の話でございまして、そういったプロセスがあるという観点で評

価をしていただくという前提で、これから中小企業事業団の井上部長から中期計画の中

身についてご説明させていただきますので、それを念頭にお聞きいただければと思って

います。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 中小企業総合事業団の井上と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 私からは、新しい機構の中期計画をご説明差し上げたいと思います。中期計画（案）

自身は、資料３、あと別紙が大部にわたっております。時間の関係もございます。わか

りやすくするために、資料２という色刷りの中期計画の概要という４枚紙ぐらいの資料

を用意いたしました。エッセンスがこちらに入っております。資料の後ろの方に番号な

しの組織図があります。組織の方は検討段階でございまして、まだ最終稿とはなってお

りませんので、本委員会終了後に回収させていただく資料でございます。説明は資料２、

それから組織図でご説明を差し上げたいと思います。それから、前回の分科会で使いま

したＡ３、参考資料１が中期目標でございます。これも参考にしていただきながらお聞

きいただければと思います。 

 参考資料１で書いてあるところ、これは一言で申し上げますと３つの法人が単にホチ

キスどめではなくてミッションに従って再構築せよということだったと思います。中期

計画では、それをどういう事業でどういう成果を出していくのか。それを出していくた

めにどういう組織運営をしていくのかというアクションプログラムを書くことになると

思います。中期計画では、それをどういう事業でどういう成果を出していくのか。それ

を出していくためにどういう組織運営をしていくのかというアクションプログラムを書

くことになると思います。その鳥瞰図が資料２の１枚めくっていただいたところにでて

おります。「もっと！サポート」というキャッチフレーズが出ているわけでございます

けれども、真ん中のあたりに楕円形がありまして、中期目標で掲げられている新事業展

開の促進、経営基盤の強化、経営環境変化への対応という事業領域を通しまして成果を

重視しなさい、それからお客様を重視しなさいというミッションであったわけでありま

す。これについて、どういう事業でどういういうことをやっていくのかというのは、後

ほど２枚目以降でご説明いたします。 

 それから、この鳥瞰図の下の方でございますけれども、現場でサポート、プロ集団が

サポート、戦略的連携でサポートと書いてございます。ここは組織、人事、さらにはパ

ートナーシップをどう組んでいくかということでございます。ここに書いてあること、

言葉にしてしまいますと定性的なものになってしまいますので、先ほど申し上げました

組織図をご覧になっていただきたいと思います。 

 組織図、一枚目の方でございますけれども、本部については総務、人事、経理という

組織部門が上に加わりますが、中心を占めますのはもっとサポート推進本部、それから
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立地サポート推進本部ということでございます。産業用地の販売につきましては、１０

年間の期限業務ということでございまして、それを見据えてきちんとした体制で販売を

やろうということでシングルアウトしております。もっとサポート推進本部につきまし

ては、企画、あるいは調査、後方という一種、参謀的なところを置きまして、その下に

新事業支援、経営基盤支援、経営安定再生という形でさきほどの事業領域に対応する形

で部門を設けております。 

 それと対応する形で、先ほど長尾課長からも話がございましたけれども、支部が約４

４０ということで２枚紙で出ております。北海道から九州まで８つの支部、現在、これ

に北陸を加えることを内内検討しておりますけれども、こういう支部におきまして、北

海道を例にとりますと、中小企業・ベンチャー総合支援センターというところがもっと

サポート推進本部にレスポンスする形、それから産業用地が立地サポート推進本部に対

応するような形、大体ほかのところも同じでございますけれども、本部の事業領域ごと

に支部の方も体制を組むという形にしております。 

 そして、先ほど５割という話がございましたけれども、組織の１枚目の下の右側でご

ざいますが、現在支部等には３２０名。これを１２０名ほどアップしまして４４０名程

度を支部に置こうと考えております。もちろん７月１日、これは移行期、さらには３つ

の法人の決算業務とうとう、一種の清算業務が残りますので、７月当初からこの姿にな

る訳ではございませんけれども、なるべく早い段階に４４０という形にもっていこうと

思っております。 

 それから、単にボリュームとして人を現地にもっていくということだけではなくて、

当然その権限、役割分担というものについても、従来、極端に申し上げますと１から１

０まで本部にお伺いを立てて事業を実施していたところを、支部の権限で実施できるよ

うにする。それから、色々なお客様との間のインターフェースで色々な事例、あるいは

お客様の情報というものが蓄積されていきます。これをきちんと整理して、本部にもフ

ィードバックするし、それから支部でもちろん今後のいろいろな事業にフィードバック

するという一種のナレッジマネージメントということもきちんとやっていきたいと思っ

ております。 

それから、職員の長い目で見た人材育成ということについても、できるだけ現場感覚

というものを大事にしながら、当初は色々恥をかきつつという部分もあるかと思います

が、失敗から成功を学んでくるということで、できる限り現場と企画というところへの

サイクリカルなローテーションというものを組んでいこうと思っております。 

加えて、人材という意味では、内部人材のみならず外部の人材があるわけです。セン

ターというところを中心といたしまして、１０００人を超える専門家を擁しております。

こういう専門家、たとえば公認会計士の方であるとか、あるいは弁護士の方であるとか、

中小企業診断士の方とうとうでございますけれども、そういう専門分野に強い方を配置

して、お客様からのボイス、あるいは評価というものを踏まえまして入れ替えをキチン
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とやっていこうと考えております。 

それから、組織図の１枚目でございますけれども、先ほどの管理部門でございます。

ここにつきましては、１枚目の下の方の左側でございますが、現状１６０から１１０と

いうことが書いてあります。ここにつきましてもさらにアウトソーシング、たとえば社

会保険の関係であるとか、あるいは給与周り、旅費関係等々、アウトソーシングをさら

に進めて、全体職員の中野１割ぐらいを目途にぐっと合理化する。そこで出てきた人間

を事業部隊の方に回していくことも考えております。 

資料２の「もっと、サポート」という紙に戻っていただきますけれども、現場でサポ

ート、プロ集団がサポート、さらに一言付け加えますとプロ集団がサポートというとこ

ろに二重丸で書いてありますが、業績評価、職員に対しての成果主義、それから能力主

義に基づきます処遇ということで、成果主義についても色々ご議論あるところだと思い

ます。我々の方もメリット、デメリット両方認識しているところでございまして、モチ

ベーションの向上、あるいは自分がどういう仕事をすべきなのかというミッションの明

確化、あるいはそういうところを通しての上司、部下とのコミュニケーションというと

ころの手段として業績評価というものを用いていきたいと思っております。 

それから、戦略的連携でサポート、これは後ほど各事業でも出てくることでございま

すけれども、機構だけで世の中すべてができる訳ではございません。当然のことでござ

いますけれども、公的な支援機関、あるいは民間で中小企業、地域の振興をサポートす

る機関というところとの連携をやっていこうと思っています。 

それから、その右側の方に丸く書いてありますけれども、当然経済環境、あるいはお

客様のニーズというものも日々変わるわけでございます。それに対して事業、ＰＤＣＡ

サイクルでもって迅速にアジャストメントしていく。それから、その事業だけではなく

組織、あるいは人事配置といったものも機動的に見直しをしていこうと考えております。 

ページをめくっていただきまして、２、３、４、と４枚、各事業のことが書いてあり

ます。これは左側の欄が中期目標ということで、この前のご議論で了解をいただきまし

た各事業分野におきましてどんなことをやるのかというのが左側に書いてあります。そ

して真ん中に目指すべき成果というものを置きまして、それをどのように達成していく

のかというのが右側に書いてあります。 

創業、新事業展開の促進というところでまずご説明差し上げますと、目指すべき成果、

色々な事業を展開することによって、支援を受けた方の売上高の平均伸び率を２５％ま

で向上させましょうということであります。 

それから、その下の方に事業ごとの目指すべき成果といたしまして、専門家派遣とか

事業化助成は課題を解決するということで、その解決がどれほど進んだかという数字。

それから、キャピタル、あるいはバイヤーとのマッチングということで、マッチングに

至った数、商談にまで至った数といったものを書いてあります。それから、その下がイ

ンキュベーションということでございまして、インキュベーションｎの卒業する割合と
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いうものを置いております。 

右側の方でご説明いたしますけれども、まず民間機関の活動促進というところでござ

いますが、ここについては地元の金融機関、あるいはＴＬＯといったところに情報提供、

あるいは人事交流ということを進めるとともに、ファンドへの出資、ここではベンチャ

ーファンド。ベンチャーファンドも冒頭のところに書いてありますように、大学発であ

るとか、地域密着型という特色のあるベンチャーファンド。それから踏み込んだ経営支

援を行うファンドへの出資。これはどちらかというとレイターステージにある中小企業

が新しい事業を行う。その事業に着目して投資を行う。それのみならず、そこに半ゾー

ンを加える。こういうファンドに出資をしていこうと考えているところであります。我

々としては、単に出資をしてお金だけ出すということではなく、ファンドとも連携いた

しまして、取引先企業への支援、それから当然ファンドへのモニタリングということを

やっていこうと思っています。 

それから、課題解決の右側にあります専門家派遣、それから事業化、技術実用化助成

でございますけれども、先ほど申し上げましたように専門家１０００名以上を擁してお

ります。そして、プロジェクトをコーディネートするプロジェクトマネージャー、その

下にプロマネと略して書いてありますけれども、その方々の専門知識も得ながら、相手

方企業の課題を明確化して、それで支援計画をしっかりつくって、専門家の方を継続的

に派遣する。場合によっては当然チームで行く。あるいは、支援のステージに応えて専

門分野の適正に応じた専門家を派遣するということで経営の支援をするということでご

ざいます。たとえばビジネスプランをどうつくっていくのか、あるいはマーケティング

をどうやっていくのか、資金調達をどうやっていくのか等々でございます。 

それから、事業化及び技術実用化助成ということでございまして、これについては事

業化に必要なお金、あるいは技術を実用化していくに必要なお金を助成金という形で提

供するわけでございますけれども、それとあわせてここでもお金の出しっぱなしではな

くて、専門家を派遣するなど複合的な支援を展開していこうと考えております。 

それから、商談成立や具体的交渉に至った割合の右側、マッチングでございますけれ

ども、ここも焦点を明確にしながら事業の展開をしていこうと思っております。たとえ

ば投資家とのマッチングについては、中小企業の方々からプレゼンテーションをしてい

ただいて、キャピタル等々の投資家にマッチングの機会を提供する。それから、販路開

拓ということで、ここについては全国規模、あるいは業種を絞った形での見本市という

ことをやって、そこでマッチングの機会、商談の機会を増やそうと考えています。 

それから、大学発についても中小企業からのニーズを踏まえて、それにマッチするよ

うなシーズを提供できる大学との連携を進めていこうと考えております。ここら辺につ

いても、単に機会の場を提供するということではなく、出店の企業に対しましてプレゼ

ンテーションの指導であるとか、あるいはビジネスプランのブラッシュアップというお

手伝いをさせていただきたいと考えております。 
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それから、インキュベーションでございますけれども、これは特に大学との連携とい

うものを中心といたしましてインキュベーションをつくる。これも施設をつくってそれ

だけということではございませんで、その中にインキュベーションマネージャーを設置

する。それから、当然支部、あるいは本部でいろいろな支援ツールがありますので、そ

れを提供するという複合的な支援によって、ハード、ソフト一体型のインキュベーショ

ンを提供していこうと思っております。 

それから、１枚めくっていただきまして経営基盤の強化ということでございます。左

側の方でございますが、知見の充実、それから相談・助言体制の整備、連携・集積への

支援という３つのジャンルでございます。各々役立ち度８０％、あるいはネットへのア

クセス数１１００万件等々、目指すべき成果が真ん中に掲げられているところでござい

ます。 

右側でございますけれども、知見の充実に対応するところは、大学校におきます人材

育成ということでございます。ここでは中小企業の方々、たとえば社長の後継者の方、

あるいは将来の幹部候補の方、そういった方々に一種武者修行まではいえるかどうかわ

かりませんけれども、他流試合をやれる場というものを提供しながら研修をするという

ことに加えまして、今後特に中小企業政策、あるいは地域政策といったものとのリンケ

ージをさらに深めまして、アップ・ツー・デートな経営課題に対応するような形での研

修というものを充実させていきたいと思っております。 

さらに都道府県や商工会、商工会議所等々、幅広い支援機関の支援水準の向上を図る

ための研修というものもおこなっていきたい。さらには大学との連携ということでござ

いまして、理論とケーススタディーの連携ということで、相乗効果を上げられたらなと

考えております。 

それから、大学校は９つございますけれども、ローテーションが必ずしも便利なとこ

ろではないということも事実でございます。そういうことにも鑑みまして、むしろ積極

的にお客様がアクセスしやすいところに出ていくことを考えておりますし、さらにはＷ

ｅｂ研修ということで、職場からパソコンで研修が受けられるということも考えており

ます。 

それから、その下の相談・助言体制の整備ということでございますけれども、これは

ワンストップ相談機能ということでございます。例えて申し上げますと、中小企業の方

々、頭が痛い方もいらっしゃれば、おなかが痛い方もいらっしゃる訳でございます。一

方で色々な中小企業施策という薬はあるわけでありますけれども、従来、ややもすると

薬が単独で存在し、かつその効能も役所用語で書いたってよくわからないといったのが

率直なところではないかと思います。そのあたりをお客様の立場から、よりアクセスし

やすく、わかりやすくしていこうということでございます。具体的には機構の支部にな

んでも相談ホットラインというものを設けます。それとともに、当然機構だけですべて

のことが分かる訳ではございませんので、県、市、あるいは商工会議所等々、経済産業
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局、民間の支援機関の方、公的な支援機関の方々というところとネットワークを組んで

いって、そこでこういう症状であるのであればこの薬がいいよと。こういう症状である

のであれば、あそこの医者にいったらいいよということがわかりやすくできるようにし

たいと思います。 

そのためには、ネットワークと合わせまして提供するコンテンツにも工夫が必要でご

ざいます。先ほど申し上げましたように、どちらかというと今まではサプライサイドに

立った説明、効能書きが多かったのでございますけれども、それを逆転させまして、こ

ういう状況であればこの薬ということで、逆引きと書いてありますが、利用しやすいコ

ンテンツというものをつくっていこうと考えております。この部分はいうにやすく、成

果をキチンとあげるというのは時間がかかる、一朝一夕にはいかないものだと思ってお

りますけれども、着実に一歩一歩進めていけたらなと考えております。 

それから、連携・集積のところでございますけれども、ここでは１つは高度化の事業

ということでございます。高度化融資でございますけれども、ここについても例えば既

存のもののリニューアルであるとか、あるいは中小企業の方々が集まって新しい事業を

やっていくというところに対しまして融資をするわけですが、お金だけということでは

ございません。事前、あるいはアフターフォローということで、計画的に専門家の方々、

あるいは職員を派遣いたしまして、そこで問題解決に役立つ事業ということをさらに徹

底させていきたいと思っております。 

それから、貸し工場ということで、従来、既存の施設、貸し工場がございます。それ

に対しまして入居者サービス、あるいは誘致活動というものを積極的に展開していきた

いと思っております。 

それから、商業集積・中心市街地活性化というところでございますけれども、ここに

関しましては自治体、ＴＭＯ等々に対する助言活動に加えまして、ＴＭＯのマネジメン

ト能力を向上させようということで、経済産業局等々とも連携いたしまして、調査をし、

あるいはいろいろな助言活動をするということで、ＴＭＯの能力の向上ということを図

っていきたいと考えております。 

それから、最後のページでございますけれども、経営環境への変化への対応というこ

とでございまして、ここでは再生支援の促進、それから２つの共済制度の運用というこ

とでございます。真ん中におのおの目指すべき成果が書いてありますけれども、再生の

点について申し上げますと、右側に書いてございますが、各県にあります中小企業再生

支援協議会との連携をさらに深めまして、情報提供、あるいは専門家の派遣等々を通じ

まして連携を深めるとともに、再生協議会と連携をとって進める再生ファンドへの出資

というものを考えております。ここも短期的な利益を追求するハゲタカファンド的なも

のへの出資ということではございませんで、先ほど申した協議会とも連携をとって、地

元の中小企業の再生にきちんと役立てる。そういうところのファンドに対して出資する

とともに、きちんとモニタリングをし、それから投資先の中小企業再生に対しても支援
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を行っていくということを考えております。 

それから、小規模企業共済と倒産防止共済でございますけれども、これは一言でいえ

ば制度をしっかり運用しろということでございます。具体的には小規模企業共済でいえ

ばポイントとなるのが資産の運用、それから倒産防止共済でいえばポイントとなるのは

回収の管理をしっかりやれということで、これをきちんとしっかりとやるとともに、加

入者の方々の拡大、それから加入された方々に対するサービスの向上というものをしっ

かりやっていきたいと考えております。 

それから、一番下でございますけれども、期限の定められている業務ということで、

産業用地の販売でございますが、目指すべき成果がそこに書いてございます。ここに向

けまして右側でございますけれども、先ほど組織のところでご説明いたしましたように、

体制もきちんと組み、そして色々な販売施策も工夫を凝らして、自治体等とも連携をさ

らに強化して進んでいきたいと考えております。 

以上、駆け足でございますけれども、中期計画のエッセンスをご説明させていただき

ました。 

○伊丹分科会長 ありがとうございました。前回の会議で中期目標をご承認いただきま

した。ただ、そのうちの一つはコスト削減をさらにやれることになったという修正の提

案が今日ございましたが、その中期目標を受けまして目指すべき成果及び中期計画の具

体的な行動計画の内容をご審議いただくのが今日の会議の主な目的でございます。 

 ちょっと補足いたしますと、資料３という資料がございまして、これが今ご説明いた

だいた中期計画案の概要というカラー印刷のきれいな資料のもとになっている資料でご

ざいまして、本来これをご承諾いただく、あるいは修正の議論をする、それが目的なの

ですが、一々やっていると大変なものですから、わかりやすく今のようなご説明をして

いただいたという関係が資料２と資料３の間にございます。 

 それでは、どうぞ皆さんから何なりとご意見、ご提案いただきたいと思います。 

○長尾課長 ご審議いただく前に１点だけ補足させていただきます。組織の図がござい

ます。支部の図がございますけれども、ここに全体職員４４０名、半分以上もっていく

という説明をさせていただきましたが、こうやってみていただいても、支部に分けます

と中小企業との本当のインターフェースになるようなベンチャー支援センターの数はこ

れでも十分な数ではございません。 

 実際にはここには出ていない数字でございますけれども、ベンチャー支援センターに

はこの職員以外に常駐の専門家というものを約９０名配置することにしております。そ

ういった方々と相まって、中小企業・ベンチャー支援センターが真のワンストップサー

ビス、というからには、広がりと深みが必要なわけでございまして、広がりをそういっ

た形でとるのと同時に、先ほど説明でございましたアドホックな形での１，０００名の

専門家というものをネットワークでつなげておりますので、それで深みをつけていく。

その両面をそういった体制でやっていくということでございます。 
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 したがいまして、ここに書いてあります数字プラス相当人数の人間がベンチャー支援

センターにいるということでございますので、そういう前提でご議論いただければと思

っております。以上です。 

○伊丹分科会長 それでは、どなたからでも結構でございますので、前回と同じような

活発なご議論をいただければと思います。 

○村本委員 中期目標、あるいは中期計画を評価委員会が評価するということですけれ

ども、具体的な評価の対象というのはあるのでしょうか。それとも、個々の中期計画に

書いてある・・・ですから、どの事項について我々は、これはＡＡであるとかＡである

とか評価をすることになるのでしょうか。 

○伊丹分科会長 これは会長が理解を差し上げましょうか。私が間違ったことをいうと

問題になるから。 

○長尾課長 中期目標と中期計画それぞれ本チャンの資料で細かく書いてございますけ

れども、各項目に業務なり仕事のやり方が書いてございます。基本的にはこれをベース

にご判断いただくこととなるし、それぞれの項目ごとに先ほど申し上げましたような目

安となるような数値目標というものが設定されているという構成になっております。 

ただ、数値目標というものも一応の目安でございまして、外形的な環境変化とか、それ

から評価するときにやり方、質の問題というものが絡んでまいります。それぞれの項目

ごとに各事業が終わった時に、先ほど申し上げましたような決算報告書に引っ張られる

ような形で我々の方で整理をさせていただきます。それをみていただいて、質と量の問

題、各項目についてどうかということを個別にみていただいた上で、総合的に大きなく

くりごとに判断していただくということになろうかと思います。 

○村本委員 そのくくりは具体的にどのようになるのでしょう。 

○長尾課長 ２で組織の在り方、３で業務の在り方という形になろうかと思いますけれ

ども、その大きなくくりごとに１つの判断が下されると。 

○伊丹分科会長 ２と３というのは。 

○長尾課長 １つは業務の効率化に関する項目でございます。業務運営の効率化に関す

る事項というのが２．であるわけでございます。それから、３．として国民に対して提

供するサービス、その他の業務の質の向上に関する事項というのが大きなくくりになっ

てくるわけでございます。２．で申し上げました業務運営の効率化に関する事項という

のは、どちらかというと組織運営に関する話、３．の方が個別業務の話になってきます。

それぞれをある程度ブレイクダウンした形で実績を我々の方で提示させていただきます

ので、それに応じて判定していただくということになろうかと思います。 

○伊丹分科会長 今のでよろしいですか。 

○村本委員 しつこいようで申し訳ないです。例えば先ほど説明があった資料２で中期

目標、例えば民間機間等の活動促進という１つの目標がありますね。これが達成できて

いるかどうかを判断するのでしょうか。そういうことではないのですか。 
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○長尾課長 １つはそういうことになります。したがって、それの数値目標として色刷

りの方の資料で言えば、それを全体で売上高の平均伸び率が 25％だという１つの目安を

置いて、それが 1 つの量の概念として判定していただくと。それから、外生要因がどう

であるかということも総合的に判断していただいて、その項目で AA から D までどうだと

いうことをやっていただいた上で、またそれを全部足し上げたところで評価していただ

くという多重評価になろうかと思います。 

○伊丹分科会長 はい。 

○佐藤委員 今の点にもかかわるのですけれども、5 年間終わった後評価するのと各年で

やりますね。この関係と、もう１つはそれぞれについて、最終的には表に出るのは AA か

ら D までですよね。全体評価ですよね。それと、全体評価を積み上げるまでの個別評価

と全体評価の積み上げの仕方はいまのことにもかかわるのですけども、例えばポンチ絵

だと真ん中の３つ、新事業展開の促進とか経営基盤の強化、経営環境変化の対応と大き

な実施すべき目標があって、それを支えた体制づくりがありますね。そうしたときに、

多分これがみんな同じウェートで考えていいのかということなのか、例えば新事業展開

は８０しか出来なかったのに対して基盤経営強化は１００できたと。でも、大事なのは

新事業展開促進だから、8 割でもっと割引いてみるというか、ウェートみたいなのはある

のだと思うのです。多分、我々はウェートを考えて最終評価をつくるわけですよね。つ

まり、何となくしか出来ないのかもわかりませんけども、３つのものがあるとすれば、

何が大事なのかということを決めないでおいて、5 年たったら実はこれが大事だよという

ことは、目標を達成する人たちにとってすれば何をやっていいかわからないということ

になりかねないかなということがあるのです。それは我々が考えればいいのか、あるい

はみんな同じウェートだというようにやればいいのかということなのです。ですから、

それは単年度でも最終もかかわるのですけども、みんな同じウェートなのかということ

です。 

 それともう１つは、単年度と 5 年ということなのですけれども、組織体制づくりなん

て結構時間かかりますよね。例えば先ほどの人材育成なんていうのは 1 年では無理だと。

2 年 3 年かかる。そうすると、初年度はアウトプットがでない。いろいろやったけれども

出てこない。ですから、特に下の組織体制づくりというのも単年度で評価していくとお

うときに結構難しいですよね。でも、実はこれが大事なのかもしれない。ですから、1 年

度目は一生懸命組織体制づくりをやったと。例えば 1 年度目は、まだ人が育たないから

アウトプットは余り出ていない。3 年目になると組織体制づくりができてきて、アウトプ

ットも出てくる。そのような動きになると、さっきのウェートのかかわりですけども、

その辺どう考えるか。 

 3 つ目なのですけれども、これを役員報酬にリンクさせる。ところが、役員の 

任期と実施期間がずれるのです。評価されたときの責任は、自分は関係ないという役員

をそれでリンクさせてやる。これはほかの独法全部そうなのですけれども、その辺もど



 

 12 

う考えるのかという３つなのです。 

○伊丹分科会長 いずれも事務局が答える問題というよりは、きっと我々が決めるべき

問題なのです。したがって、事務局側からの原案の提示のようなものはないけれども、

一般的な独立行政法人に関する評価の手続きに関しての全般的ルールみたいなものが、

冒頭、長尾課長がおっしゃった提案ということになっているということですね。 

○永岡委員 民間企業が今決済発表とかやっていてあれなのですが、最近はやっている

のが例のゴーンさんが持ち込んだコミットメント、必達目標というものですよね。あれ

は中期的にはターゲットとか努力目標。要するに我々は何を評価するのかここで話をす

ればいいのでしょうけれども、コスト削除とか一般管理費の削除の数字なんかは恐らく

必達目標なのだろう。やはり優先順位が欲しいなと。恐らくみんなやって、何が大事な

のかという辺をここで議論しろということなので、なにがこの機構に求められるのか。 

 1 つは業務の効率化。さっきの国民サービスは、何が一番みえる数字なのかということ。

それは 25％ということなのか、マッチング、あるいはインターネットのアクセス件数な

のかということを分科会側が議論すべきか課長がどのように考えておられるのか。 

 今のところ、中期目標、中期計画の中で一番大事なもの大ざっぱに企業とは違うのだ

けれども、何がそのものなのか。そちらである程度思っていることは、多分これがその

ものだと思うのですけれども。余りにも項目が多いというか、これも自由といったら自

由だろうと思います。  

 質問なのですけれども、２５％というと、何となく 1 万 1000 件のアクセスということ

なのかなという感じを思うのですが、それはどうなのでしょうか。 

○伊丹分科会長 評価される側に何が評価されたいのかというのは何か変なのですが。

どうぞ。 

○長尾課長 なかなか難しいご質問なのでうけども、事務局側からいうと、今の中小企

業総合事業団といっているように、総合デパートになっておりますと。そうした場合に、

その中でどういうウェートで重要性があるのですかということに関して言うと、昔はも

っとばらばらだったものを少なくとも３つの大きな項目に集めまして、それぞれ実は同

じくらい重要なのですと言わざる得ない立場だとご理解いただきたいと思います。 

 ただ、その中で業務のところと組織との関係のウェートの問題というお話がございま

したけれども、多分これは排他的なウェートの関係ということではなくて組織がどのよ

うにうまく回って、どうやってコスト削減が出来たかという業務の方のアウトプットに

反映されてくるはずであります。最終的にはその意味で業務のアウトプットのところで

判定していくということになろうかと思いますけれども、それを達成するための質の問

題として組織をどのように効率化して、少ないコストでやったかどうかということをい

ていただくという関係かなと思っております。 

 それから、それぞれ 25％でいいのかどうかということに関していうと、どういう指標

をとったらいいのかという事がわからないのですけれども、例えば新事業展開とか創業
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といったときには、やはり一番いいのは経営利益率の向上といったことをもってきて、

それが日本経済全体の中でのウェートが何％であって、供与率が何ぼというのができれ

ば本当はいいのでしょうけれども、中小企業の中での経営利益というのを全部集計する

ということもなかなか出来ないという中で、それにかわる外形標準として何だというこ

とで、売上高というのをやってきたわけでございます。 

○伊丹分科会長 今のは大切な問題ですから、どうぞ議論を続けて下さい。 

○佐藤委員 普通の独法化、かなり統合するということで、やはり組織の融合と非効率

なところをなくして、全体としてうまくこの機構の目標が達成できるように「するとい

うことは、多分 5 分間大事だと思うのです。 

 私は、最初の 5 年間について言えば、もちろんいろいろな目標を達成するのがあると

思いますけれども、１であるように事業運営の効率化のための組織の融合と人の育成と

いうのは大事だろうと。5 年たってみて、目標は達成できたと。でも、質のところ、組織

体制のところはできていなかったら次の 5年どうなるかというのがすごく心配なのです。

私は目標は多少低くても、例えば体制がきちっとできていたら評価してあげるというぐ

らいに考えておいた方がいいのではないか。もちろん両方できれば一番いいわけです。 

 でも、どっちを重視すべきかというと、特殊な事情を考えると、今まで間接論にして

も、現場に出したり、人の連携、新しい組織を連携し、かつ新しい仕事をやれるような

人材に転換してもらうということは結構時間かかる。それがきちんとできておくという

ことが次の 5 年間にプラスになるのではないかという気がしていて、そういう意味では

初年度は組織の効率的運営と人の育成ということが重要だといってもいいのかなと個人

的には思います。 

○伊丹分科会長 ありがとうございます。大変やさしい意見で、経営の現場ではそんな

に優しくすると何か暖みが生じるじというのも常識的によく起こることでございます

が。 

 今の件でちょっと議論を続けたいと思いますので、ほかの委員の方。 

○岡崎委員 この中で一番具体的な企業さんのメリットにつながってくるのは、売り上

げの増加が 25％というのが非常に明らかな指針、目標だと思うのです。それ以外の例え

ば専門家による課題解決、8 割以上という事はあるのですけれども、実際に課題解決して、

場合によっては売り上げにつながっていかない。組織がきちんと体制整備されただけで、

売り上げにはリンクしない。それから、マッチングによる商談成立というのも、なかな

か一回の出会いの場ですべて契約に至ると言うことではなくて、1 年ぐらいかかるケース

もある。 

 そういう中では、やはり最大の数値目標というのは、売り上げの増加 25％というのが

新しい機構のお出しになった数値目標としては一番適当かなと。あとは全部それを支え

るための項目、例えばインターネットのアクセス数が多くても、売り上げにつながった

かというと、これは必ずしもそうなるわけではなくて、役立ち度の評価もどういう視点
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で役にたったかということの客観的な評価というのは非常に難しいと思うのです。そう

いう中では、売り上げ増加率というのを一番の目標に掲げることが一番いいのかなと。

そうはいいながらも、これがすぐ先ほど先生がおっしゃったように 1 年目にして達成で

きるかというと難しいわけで、やはり機構の体制も、それから支援メニューもいわゆる、

ホップ、ステップ、ジャンプという具合にレベルアップして、それに呼応して売り上げ

の目標もどんどんボディーブローのようにきいてきて、これが右肩上がりに徐々に上が

っていくというのが一番素直な考え方だと思うのです。ですから、25％というのをいつ

の時点で置くかといくことが結構重要かなと。 

 もう 1 つはただ単純に 25％を考えるだけでなくて、企業さんについて、支援する企業

さんにカルテみたいなものを作って、どんなことがその企業さんに一番欲せられるかと

いうことを、待ちではなくて場合によっては企業さんにこういう機構の支援メニューが

あるので使ったらどうですかみたいなことをメール等でプッシュ型でやってあげると。

プッシュ型でも企業さんはすぐには対応できないと思うのですけれども、それも先ほど

いった機構さんのメニューだったらうちが使っても役に立つなという信頼関係が構築さ

れて使うので、やはり重要なのは、まず 25％ということをもう一回ホップ、ステップ、

ジャンプで数値を考えていくと。 

 それからもう１つは、これを実現していくための計画をホップ、ステップ、ジャンプ

で考えると。さらには、企業さんについてもっとプッシュ型の支援をして、この 25％が

達成できるようなプログラムをきちんとつくるということが、私が考えるに現場として

やっている者として重要かなと思います。 

○長尾課長 全くおっしゃってるとおりでございまして、待っているだけだったらしょ

うがないという思いで我々もやっておりまして、その意味で支部のベンチャー支援セン

ターというものがいかに分厚く対応できるようになっているか。分厚く対応できるよう

になっていないとプッシュしようがないという形かと思っています。 

 そういう意味で、職員をできるだけ配置するのに合わせて、先ほど申し上げました常

駐の専門家というのが本当に幅広く企業というものを大きくするときにはどうするのか

というノウハウを知っている人をそこに入れる。その人がいろいろなアドホックの専門

家 1.000 名くっつけることによって、何か相談をうけたときに、例えばこの人こう使え

ばあなたのところに合いますよというアドバイスができるような体制をつくっていくと

いうのが我々の思い出あります。 

 それから、インターネットの世界も J-Net21 の中でメールサービスとかもやっていく

ことになりますけれども、そういった中でそのようなメニューがありますよと問いかけ

て、例えば専門家が 50 であったら出しますよという一連のつながり、ホームページをみ

て、それからメールでやりとりしてみようかというところから具体的に専門家を派遣す

るというところまで、ある意味でシームレスでできるような体制も組んでいきたいと思

っております。 
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 それから、25％というのは象徴的な数字で書かせて頂いてるのですけれども、ただ中

小企業といってもいろいろなステージにある中小企業があると理解しておりまして、創

業から始まって、それが事業拡大して、巡航期に入って、それから第二創業というのが

あって、また巡航して、最後は事業継承から事業をやめていくとか、また落ち込んだと

ころをもう一度ルネサンスするとか、いろいろなステージがあろうかと思っています。 

 そういった中で、日本の経済を切り開くエッジとしては、操業というところとか、第

二創業という意味での新事業展開は非常に重要だと思っていまして、特にそこのところ

についてはマンツーマンディフェンスといいますか、先ほどおっしゃられたような積極

的な対応というものが必要になってくると思いますので、そのときの指標としては、や

はり何らかの数値目標、企業にとっての数値目標というのが必要だということで 25％と

置かせていただいたのです。 

 それ以外に先ほど申し上げましたように中小企業というのはいろいろなステージの方

がおられて、巡航期の方もおられるし、もう一度再生しなければならないといったとこ

ろになってくると、ある意味で一般対策で対応せざるを得ないところもございまして、

そういったところについては「どうしてもアクセス件数がどうだとか、お役立ち度がど

うだという指標しか作れないというのが原状でございますので、そういう前提でご理解

いただければと思います。 

○伊丹分科会長 杉浦さん、どうですか。企業経営の現場におられる立場としてこうい

うのでいいかどうか。 

○杉浦委員 最初 25％という数字を確認して、随分高く出したなと思ったわけでござい

まして、ただ、今一般の企業の売り上げの伸び率というのは大体数％だと思うのです。

今お聞きすると、中小企業総合事業団で今までの実績は 18％であるというところからす

ると 25％は大変高いと思うのですが、対象が新しく起こったところ、それから再生した

ところですから、目標としてはこのくらいあってもいいのかなと思っております。 

 先ほど佐藤先生から、最初の 5 年間は組織を固めるというのが重要だというようにお

話がございましたけれども、今まで３つの団体でそれぞれ活動をやっていたわけで、一

応の人材の育成はできていると思うのです。ですから、むしろ成果を中心に評価すべき

だと思っております。 

○伊丹分科会長 村本委員どうぞ。 

○村本委員 私、このペーパーを拝見いたしまして、私が今までもっていた中小企業総

合事業団のイメージというのは、非常におとなしいお役所かなと思っておりましたけど

も、地方に大胆に進出して、現場の人たちと接して、顧客の役に立つサービスを提供す

るという理念に貫かれて、一種感銘を受けているわけです。 

 これが本当に実現するかどうか。実際に役に立つサービスが提供できるかどうか。こ

の 7 月から本当に大変だろうなと実際思っております。特に今まで本部で管理をしてい

た人が地方に行って、顧客と接して、その人の役に立つサービスの情報を直ちに提供し
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ろというのはなかなか難しいことだろうと思っています。そう簡単にできることではな

い。それを相当な規模でやるということで、ぜひこれがうまく機能するように願ってお

ります。その意味で、25％できなかったから直ちにだめだとか何とかというのはちょっ

と言い過ぎでして、まずこういう試みがうまく滑り出すということを我々も評価すると

いいますか、温かく見守る必要があるのではなかろうかと私は思いました。 

 その上で、このペーパーの中で新しい機構はいろいろな顧客に情報を提供するという

のがかなりメインになっているわけですけども、情報の管理とか情報の共有化とか、例

えば大阪でこういう支援事例があった、成功した、あるいは失敗した、それを今度北海

道の旭川でという機構全体としてのデータベースを構築する方法といいますか、直ちに

それを流通させて、ノウハウ、スキルを共有化するような方法、あるいは逆に顧客の情

報、中小企業者の情報を集めて、それが外に不用意に漏えいしないような気がしたので

すが、そのあたりはどう考えてますか。 

○伊丹分科会長 それは全く別な話題になりますので、目標とか成果とか評価の仕方に

ついて一応の決着をみてからそちらの話に移らせていただきます。25％でいいではない

か。でも多少温かくみようよと硬軟とりまぜた総合的なご意見が出ているようでござい

ますが、何かほかにこの件でご発言ございましたら、25％の件だけではなくて、評価の

問題。 

○佐藤委員 もう 1 つの目標のお役立ち度 80％ですけれども、先ほど 25％のは実績があ

りますよね。お役立ち度の方はいろいろアンケートをとったりしないとわからないこと

がありそうです。 

○伊丹分科会長 これはアンケートを行った人の割合ですね。 

○佐藤委員 そういうことですね。そうすると、過去の実績はどの程度なのか、つまり

極端な話、8 割だったら 8 割にしたのか。あるいは 5 割だったのを 8 割にしたのか。先ほ

どの 25％の方は過去のがあるのですけれども、こちらがあるのかどうかを伺いたいので

す。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 こちらは、率直に申し上げまして今のところまだ

ありません。というのは、今までももちろんいろいろなアンケートをとったりしている

ことはあります。ただ、どちらかというと具体的な課題に対して役立ったかどうかとい

うよりは、満足しましたかというアバウトなアンケートだったのです。したがって、今

回のものと比較するものとしては余りありません。したがって、8 割というのはある意味

でえいやと置いた数字であることも事実であります。 

 ただ、むしろアンケートの具体的なやり方、今申し上げましたように単に満足しまし

たかどうかというよりは、具体的な問題意識とそれとの関係でどうでしたかということ

を聞いていく工夫をしていきたいと思っております。 

○伊丹分科会長 どうぞ。 

○杉浦委員 新事業展開の促進のところに商談成立や具体的交渉に至った割合 30％とあ
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りますが、商談成立と具体的交渉に入ったというのはかなり違うと思うのです。30％と

いうのは、商談成立の話がないと意味がないと思うのです。 

○伊丹分科会長 何とかミーティングでちょっと話しましたというのも、全部具体的交

渉に入ってしまうわけですね。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 ここで書いた 3 割というのは実は商談成立まで至

らないものも入っている数字です。従来の実績なんかを考えましてこんなものかなと置

いた数字であります。もちろん結果としてビジネスにつながらなければ意味がないわけ

ですが、他方、マッチングした後、本当にビジネス直結するかどうかというのは民民の

契約の話になりますので、そこの数字で押さえるのはどうかなという思いが若干ありま

して、この数字というか、そういうポジショニングにしたものであります。 

○伊丹分科会長 座長、詳しい話はもちろん具体的交渉ということについてはお聞きし

ておりますが、単に話が始まったというのではなくて煮詰まってきたまで入れてあげな

いと、完全に商談成立したというのを厳しく取り上げると割合が小さくなってしまう。

したがって。これは商談成立に近くなったという表現にかえていただいた方がいいかも

しれません。恐らくそういう意図なのでしょうから。それが具体的交渉という意味だと

思います。佐藤委員。 

○佐藤委員 原状の 3 つの組織がそれぞれやれているのではないかというところの評価

にかかわるのですけれども、私、やや否定的で、基本的にはそういうことをやる専門家

がいるかどうか、あとは外部人材、資源をうまくするコーディネーター的な人ですね。

専門人材とコーディネーターがすごく大事。私はいずれもかけていると。特にコーディ

ネーターのところはどうかなという感じがしていて、全部知っているわけではありませ

んけれども、私はもちろんアウトプットをやって下さいということなのです。これがや

らなくて、組織がやればいいというわけではなくて、私は組織作りは人作りというもの

を相当重視してほしい。もちろんそのことによって目標達成を手を抜けというわけでは

ないですが目標の数字だけはある面では結構つくられるところもあるわけです。 

○長尾課長 コーディネーターとかその部分の機能が薄いというのは、全くおっしゃら

れるとおりだと思います。特にそれが地方において薄かったと理解しております。今度

何で支部を作ったかというと、支部に行く職員自身が専門家にはなかなかなれないのだ

と思うのですけれども、地方でより広いネットワークをつくってもらって、その中で使

える人間をみつけ、引っ張ってくるといった能力をつけた職員がいて、その人が先ほど

申し上げましたような常駐専門家としてのコーディネーターを地方で発掘し連れてく

る、これが多分重要なのかなと思っています。 

 これまでは、東京にしか人がいなくて、東京近辺ではそういう人をたくさんみつけて

きたりしていたわけでありますけれども、これから地方の支部でそういったファンクシ

ョンをやるために職員を地方に基本的に展開するのだという思いであります。 

○伊丹分科会長 他に議論がなければ、今の皆さんのご発言をお伺いして、この分科会
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としてはこのようにきょうの会議では評価の問題について基本的なスタンスとしたいと

いうようにしたらどうかという座長の全くの思案を申し上げますので、それをご議論い

ただければと思います。 

 せっかく 3 つの分野についてそれぞれにいろいろな成果の目標が出ていることですの

で、一応くくりとしては、最初の創業、新事業展開の促進、経営環境の変化までの 3 つ、

プラスがございます。これは定められた話ですので特に問題ないと思いますが、この 3

つプラス佐藤先生のおっしゃったような組織体制の確立と人材の育成というのを第 4 番

目の項目とすると。それの総合的判断で最終的には当然決めるのだけれども、それぞれ

の 3 つの分野ごとに、例えば最初の分野でいえば売上高 25％というのはぜひ目標として

掲げてくれ。目指してくれと。それの具体的なサポートの業務として、これが 80％なん

ていうとそういう細かいのがある。これは岡崎さんのおっしゃったとうりで、経営基盤

の強化のところは、単一の目標のようなことはとても作れそうにないから、色々こうい

う数字をみた上で総合判断するしかないでしょう。 

 最後の経営環境変化の対応については、かなり定型的な業務ですから、業務が効率よ

く行われているかをみることいいたしましょうと。最後に、組織体制と人材の育成につ

いては十分留意して、総合判断の時に十分考えにいれますという基本的な方針で 25％と

いうのが何が何でも死守しなければならないなど考える必要はない。例えばデフレがす

ごくひどくなれば、25％なんて誰も達成できないということになりますので、そのよう

な基本的なスタンスでいかがでございましょうか。 

（異議なしの声あり） 

 それでよろしければ、そういう形で評価の問題の基本的な分科会としてのスタンスを

決めさせていただくことにして、基本的には 5 年間でこういうことだと。したがって、

毎年毎年、25％でなければならないというものではないことも確認しておきたいと思い

ます。 

 その上で、さらに先ほど岡崎さんがおっしゃったように 25％を達成するためには、具

体的にどんなことをしなければいけないかということを懸命に考えるプロセスが恐らく 

組織体制の確立にもつながるでしょうから、そういうことをちゃんと具体的につくって

くださいというお願いをすることにしたいと思います。 

 それでは、それでよろしければ、さきほど村本さん提起されました情報管理の問題に

ついて移りたいと思いますがご意見ございましたのでどうぞ。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 情報の管理、それから有効活用、その両方とも 大

事だとおもっております。先ほどの組織図のところで申し上げますと、企画部というと

ころにナレッジマネジメントと一言書いてあるだけでございますけれども、実際の業務

フローに即して申しますと、各支部、これはセンターであり、あるいは大学校といった

ところにいろいろなケースの成功事例、失敗事例、顧客情報が蓄積されます。 

 そこをまずはセンターの中で管理するということが大前提でありますけれども、セン
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ター大学校にお中で活用するということももちろんでございますが、それを１回、企画

部という方にフィードバックをするということ。もちろん単に中央と地方ということだ

けではございませんで、ネットワーク的にいえば北海道のものを東北が利用するという

ことも当然あるかと思います。 

 ただ、最初の仕組みでございますので、特に初年度、２年度目ぐらいは企画部という

ところが中心となって各支部で出てきている成功事例、失敗事例、あるいは顧客データ

を管理し、それを他の支部も含めてディストリビュートするという仕組みを考えており

ます。 

○伊丹分科会長 それでは、今の件、それでよろしければ・・・ 

○村本委員 来年度４月から独立行政法人も独立行政のための個人情報保護法が施行さ

れると思いますが、それについてはこの計画の中で対策等をお考えだったでしょうか。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 当然法律にしたがって、個人情報の保護には万全

を来すつもりであります。 

○伊丹分科会長 はい、どうぞ。 

○岡崎委員 現場で 50％の方々が地域の中小企業さんの支援に当たるわけですけれど

も、その支援の中で例えば今いった個人情報というか企業情報、当然機密性が高いもの、

例えばこれから新たなことに研究開発をして打って出るといったものについては、現場

の方々が把握をして、それをデータベースに載せて共有化してしまうと、企業さんにと

ってはまずい場合があるのです。 

 したがって、重要なのは、現場に接する方が企業さんから ヒアリングをした内容が、

果たしてヒアリングした人のみでとどめるのか、あるいはもっと共有化して、幅広くソ

リューションを提案してもらいたいのか、その辺をきちんと現場の方々が聞くと。これ

は易しいようで難しいことで、例えば企業さんが意識しないでべらべらしゃべってしま

ったことを全部ヒアリングして聞いてしまって、それをデータベースに全部載せてしま

うと、それは当然他の方もみられるわけで、みられたら他のコンペティターに流してし

まうということが生じますと、事業団がいい支援をしたとしても、とんでもないことを

してくれたということになるので、やはりうちにも 140 名のコーディネーターがいるの

ですけども、そのコーディネーターの方々に事前にコーディネーター限りの企業さんが

開示する情報なのか、あるいはもっと一般的に開示をしてトータルのソリューションを

いただきたいのかという部分をきちんと最初に聞くと。ですから、何でもかんでもとい

うことではなくて、まずは特に研究開発とかナーバスな話になってくると、その辺を事

前に説明されて聞いて、整理をするということは必要だと思います。 

 一般的には余りそういったことに神経質になってしまうと後ろむきな話になってしま

いますので、その辺はその辺できちんとやるということを踏まえながら、企業さんの状

況というのをきちんと聞いて、聞いたことに対してどう対応したかというのを整理して、

それを先ほどいいました企業カルテみたいな形で整理をして、それをデータベースとし
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てまとめて、かつ各現場の方々、50％も配置されるわけですから、そういう方々が集め

た情報をきちんとデータベース化して、それを本部機能の方々がカテゴリー別に分ける

とか、また別の現場の方がその知識を使いやすくするための仕組みを考えて、1 つの中小

企業さんの支援のケースというのは、北海道でやったケースがまた九州でも使えるケー

スというのがあるのです。それをまた逐一やってしまうと、先ほど部長さんがおっしゃ

られていましたけれどもナレッジメントにもならないので、その辺の使い勝手をうまく

やると。 

 ですから、整理をするとまず秘密かどうかということについての取り扱いを十分注意

してやると。そうでない一般的にソリューションを提案をしてもらいたいという案件に

ついては、事業団の今度新しくできる機構の人材とかシステムといったものをフル稼働

して、何とか対応できるようにするという対応が必要だと。 

○伊丹分科会長 それでは、事務局、その意見を十分尊重して。 

 ほかに中期計画について現段階でご意見等ございましたらぜひお願いいたします。 

○永岡委員 事例を受け、狙ったような話かもしれませんけども、新しい機構ができる

ので、外国人が日本に法人をつくって、中小企業、サービ業でも物作りでもいいのです

が、そういったものに対して、今までも来れば対応していたのでしょうけれども、もう

ちょっと前向きに出してもいいのではないかと。 

 よくアメリカとかアイルランドとかいろいろいっても、特にアメリカなんかは 9・11

の後にニューヨークで最初の外資が登場したというので、新しい投資が始まったという

のは吉野屋だったのです。それをニューヨークはすごく取り上げていて、わずか 20 人の

雇用でも、市長は行かなかったのだけれども、№3 ぐらいがいってやっていると。そこに

サービス業なり雇用、日本に直接投資をふやす。これは別に機構の役目ではないのでし

ょうけども、今中国に出て行くことばかりなのです。日本が多少オープンになっていく

中で、これは特にうたう必要はないかもしれないけれども、外国人の創業なりそういう

ことも、5 年というあれですが、新しい機構としてあるのだよというのを事業団の 1 つに

取り上げてもいいのではないかという意見をもっているのです。 

○伊丹分科会長 これは何かございますか。 

○宮崎地域振興整備公団総務部長 地域公団の総務部長の宮崎でございます。 

 端的には外資系企業ということになってしまうのですが、外資系企業の誘致というの

は、この項目の中でわざわざ立ち上げてございませんが、産業用地というものを是非活

用していただくだけではなくて、インキュベーション施設なんかも例えば外資系の企業

が子会社を出していくということもあり得るわけなので、そういうところの海外へのイ

ンターフェースをしっかりやっていきたいと思っております。 

 そんなことで、我々としても従来から実は海外との産業、お話のあったアイルランド

だとかドイツというところとも連携しておりますけれども、そういうことをぜひやって

いきたいと考えてございます。 
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○伊丹分科会長 ほかに今の件で事務局側から何かございますか。 

 特になければ、永岡さんも特にうたう必要はないかもしれないけれどもとおしゃって

おられるので、そういうスタンスを十分もってやってくれというご要望だと受け止めれ

ばよろしいでしょうか。表面にだすことのプラスとマイナスの両方があり、現地点では

なかなか難しい問題かもしれません。 

岡崎委員 はい。 

○岡崎委員 これはご質問も兼ねてなのですけれども、先ほど専門家 1，000 名を登録し

て、企業の個別経営課題の解決に当たるということをお聞きしたのですが、課題の解決

に専門家を派遣するのは、無限ではなくて当然有限の話だと思うのです。 

 例えば 5 回とか 10 回という派遣の限度があると思うのですけれども、物によっては、

派遣していく中で 10 回では解決できないと。もっと多くの派遣回数が必要で、できれば

解決策を見出したいというケースがあると思うのです。現実、私が知る範囲いないでは、

現在 10 回まで限度だとして専門家を派遣して、次にまた 11 回目以降必要になった場合

に、派遣した専門家と企業との民民契約については禁止されていると了承しているので

す。いろいろな支援を考えていくと、継続的な派遣というのは当然必要なわけで、誤解

があるかもしれませんけれども、できれば限度が終わっても派遣された方が企業が望め

ば継続的な派遣ができるような形にされれば、先ほどの売り上げの 25％の達成ではない

のですが、これに一歩近づくのかなという気がするのです。そのへんはいかがなのでし

ょうか。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 おっしゃるとおり今までの発想として、どちらか

というと囲い込みという言葉は変化もしれませんけれども、公と民民というところにつ

いてバリアを置いていることは事実だと思います。 

 考え方としては、そこはなるべく解放していこうと思っています。ただ、その時に我

々のレピュテーションリスクもあると思いますから、どこから先までが機構とは関係が

ない民民の世界なのか、されにこういうことがあってはならないわけですけれども、お

客様との間にトラブルみたいなことがあったときに、機構がどれだけのリスクなりを負

うものなのか、負わないものなのか。そのあたりの防御をきちんとしつつ、基本的には

壁というのはなくしていこうと思っております。 

○佐藤委員 ちょっとずれてしまうかもわかりませんけれども、評価に必要な情報の集

め方なのです。中期計画が延びると、いろいろなところで数値目標をできるだけ集める

ような形で、サービスを利用した人を調査すると書いてあったり、現場の担当者からす

るとこれも新しい仕事なのです。ユーザーからも毎回調査にくるのかと。独法化して業

績評価するとなると、大学もそうですけど、評価されるための情報づくりにすごく追わ

れているのです。これもすごいコストなのです。これだけやってもすごく大変だと。 

 職員の人みんな何をやっているかというと、この仕事をやっているよなんてばかなこ

とが起きても困るので、評価のための情報をある程度集める必要もある。しかし、評価
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の為の情報をとるための仕事をしているというばかなことが起きても困るのです。中小

企業団でいいのかな、あそこは毎回調査して、それを集める人を 1，000 人に 1 人とか 2

人と置かなければいけないことになってもしょうがないので、その辺は検討されていま

すか。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 おっしゃるとおり、そこが我々の悩みであること

も事実なのです。まさに評価づけみたいな形で、そのためにエネルギーを費やす、ある

いはそれがお客様の迷惑にもかかってしまうということもあろうかと思います。これぞ

っていう決め手は見当たらないのですけれども、アンケートのとり方にしても工夫のや

り方があると思いますし、先ほどの売り上げだかというところで押さえたのも、決算書

を一々分析したり何したりということではなくて、割と外からみえるような数字をとろ

うという工夫をしながら、若干試行錯誤になるかもしれませんが、なるべくそこの評価

のためのコストを消していこうと思っております。 

○伊丹分科会長 今の問題は、この分科会が評価をする時に数字集めばかりをやってい

たのではないでしょうねということをちゃんと評価に入れるということで検討する問題

かなとも思いますが、国立大学法人で佐藤さんも私もそういうことをやらされている側

の人間としては大変切実な問題でございます。 

 それでは、もしほかにご意見がございませんでしたら、資料 1 の業績評価のプロセス

についての案と資料 2 をベースにした中期計画の案とともにご了承いただいたとして、

業績評価のやり方については、先ほど座長がまとめましたような基本的なスタンスを議

事録に残し、次回の評価の会合のときにはそれを基本方針とするということでこの議論

を閉じさせていただいてよろしゅうございましょうか。 

（異議なしの声あり） 

 それでは、そうさせていただきます。 

 それでは、続いてまだ幾つか案件がございまして、業務方法書というのがあるのです

ね。それと役員報酬についてご審議をお願いしたいと思います。それでは、事務局の方、

ご説明をどうぞ。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 資料といたしましては、業務方法書については資

料 5 という目がちかちかするような文章がずらずらと並んでいるものがあります。あと、

役員報酬退職手当については、資料 7、資料 8 とあります。両方とも一々説明する時間的

な余裕もございませんので、2 枚紙がそれぞれ用意してあります。資料 4 と資料 6 であり

ます。 

 業務方法書、実務的なものになりますけど、独立行政法人が業務を開始する際にこう

いうものをつくって、主務大臣の許可をいただく。その際に評価委員会の意見をという

ことになっております。業務の方法、あるいは業務の委託に関する基準、契約に関する

基本的事項、その他の業務の執行に関して必要な事項というものが内容でございますけ

れども、業務の方法、2 ページ目に先ほど申し上げました創業と新事業展開の促進という
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こところではこういう事業をやるのだよと。そういうことをやる際には、例えば、中小

企業者の方々のニーズに配慮して行えとか、あるいは事業の実施についてはこういう制

度要件で、それを明らかにして行えということが各事業ごとに実務的に書いてある。そ

ういうたぐいのものでございます。 

 それから、業務の委託に関することも安定的なものでございますけれども、業務遂行

に効率的と認める時に最も適当な者に対して委託をせよということ。それから契約に関

する基本的な事項は競争入札を原則として行えということで、大体他の独法と同じ、横

並び、参考にさせていただきながら業務方法書を作成しております。 

 それから、役員の報酬規定と退職手当でございます。これも他の独法、あるいは閣議

決定というものを参考にしながらつくっているわけでございます。これも先ほど長尾課

長から説明がございましたけども、評価委員会での評価が役員の給与に反映されるとい

うフォーミュラをつくっております。基本俸給と業績給という形で報酬が決まるという

ことでございます。基本俸給は、このフォーミュラが書いてありますけれども、月給 2

ヶ月分の期末特別手当がつくと。業績給は月給の 2.3 に評価委員会の AA から D までの評

価に応じて、下のところに理事長の例で書いてありますけれども、ゼロから 560 万まで

ということでございまして、一番右側に書いてありますが、理事長の例で申しますと AA

から D、いただいた評価に応じてこれだけの差が出るというものでございます。 

 それから、退職手当でございますけれども、これも月例支給額に在籍数掛ける 0.125。

これは閣議決定で決定された定率でございますが、これに業績の勘案率を掛けまして、0

から 2.0 まで掛けます。したがいまして、参考で書いてございますけれども、4 年間理事

長がおりまして、B 評価をいただいたときにはこれだけの退職手当。AA であればこれの 2

倍、D 評価であれば 0 ということになるというフォーミュラでございます。 

 以上、簡単でございますけれども、終わらせていただきます。 

○伊丹分科会長 これは、この分科会で承認する必要があるけれども、安性してしまう

権限はない、情報組織のルールだと思いますので、お認めいただければと思います。そ

ういうのが承認事項になるというのも変な話なのですけれども、よろしいですか。 

○佐藤委員 これ、信任の理事の年俸というのも、前年度の業績で決まるの。初めてつ

くのに前悪かったら安い。例えば D 評価だったら D の年俸になるのですか。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 そういうことです。 

○伊丹分科会長 それでは、業務方法書の案につきましては、今、一応ここで議決をし

ていただきましたので、これで経済産業省全体の独立行政法人評価委員会の議決にかえ

るということが可能でございますので、何か変なのですけれども、上で決めたルールど

おりにここで議決すると、上で決めたことにするという何か変なルールなのです。した

がって、そうなるということをご承知おきください。 

 そして、先ほどお認めいただきました中期計画も含めまして業務方法書の審議結果に

ついては、6 月 25 日に親委員会が予定されておりますので、そこで私から報告させてい
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ただきます。役員報酬等の支給の基準案については、一応このように我々の分科会で決

めますというようにして、さらに親委員会での議決を経る必要があるという議事手続き

になっているそうでございますので、そういう手続きをとらせていただきます。 

 それでは、この問題がもう少し時間がかかると思って、先ほどの中期計画の議論を多

少急いでいただいたのですが、余りかかりませんでしたので、予定をはるかにアンダー

して会議事自体が終わりそうでございますが、特に中期計画のところに戻っていただい

ても結構ですけれども、ご発言を私が急いだ余り封じてしまったことはないでしょうね。

すみませんでした。どうぞ。 

○杉浦委員 事前にご説明を受けた時に、組織の人数なのですが、８５９名というよう

に伺いまして、今見ると 880 名となっておりまして、その中で管理部門が 110 名となっ

ておりますが、最初にご説明を受けた時に管理部門が 84 名なのです。これでもちょっと

多いなと。特経理部 50 名というのは多いなと思ったのですが、今見たら 60 名になって

いるのですが、859 名から 880 名にふえたほとんどが管理部門に行っているわけですね。

これはどういうことなのでしょうか。 

○長尾課長 全体の数字のところとは別に、管理部門の数字だけ申し上げますと、当初

将来の見込みとしては、先ほど申し上げたように全体の人数の 1 割未満にしたいと思っ

たと。そうすると、1 割未満の数字って何でしょうかというので置いたのがもともと八十

何名という数字であります。 

 ここの書いてありますのは初年度の数字でございまして、110 からそれに向かってどの

ように減らしていくのかというのは中期計画の中でやる作業という意味で、数字が違う

というのはそういう意味でございます。もともとの数字が・・・。 

○井上中小企業総合事業団総務部長 あと管理部門につきましては、確かにこの数字だ

けみると大きいなと思われると思います。先ほど申しましたように、当初 7 月 1 日現在

で押さえると多分もうちょっと膨れてしまうだろうと思います。先ほど申しました 3 法

人事業団、公団、基金の決算業務を新しい機構でやれというようなこともありますし、

それからもちろん統合してアウトソーシングというのは日比不断に続けていくつもりで

はありますけれども、そのようなものとしてちょっと膨らんだ数字がここに出ていると

ご理解頂ければと思います。 

○伊丹分科会長 よろしゅうございますか。 

○長尾課長 そこのところは後ほど精査して。 

○伊丹分科会長 ひょっとすると、そういう計画自体を書いていただく方がよかったか

もしれませんね。本当のスタート地点はこうだけれども、1 年後、2 年後には大体このよ

うにしたいと。ただ、人間の問題ですので、多少微妙で余り数字を出せないという事情

があるのかもしれません。しかし、きっちりやっていただきたいと思います。 

 ほかにはございませんでしょうか。 それでは次回以降のスケジュールに入ります前

に、きょうは実はま、機構の責任者の方が当然ご出席になると思ってよろしゅうござい
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ますね。それでないとおかしいと思いますので。 

 それでは、次回以降のスケジュールにつきましてご説明をお願いいたします。 

○由良課長補佐 簡単にご説明させていただきます。 

 1 点は、先ほども座長からありましたように、6 月 25 日にきょうの結果を踏まえて座

長から評価委員会に報告をして頂き、評価委員会で決定いただく手続きになっています

ものをご了解いただくべく会議にかけたいと思っております。 

 それからもう 1 点、設立前後に新法人で筆意な資金の借り入れとか償還計画みたいな

ものの手続きが場合によって必要になる可能性がありまして、そのときにそれだけで会

議をひらくのもご迷惑な感じもしますので、別途書類を送らせていただいてご確認いた

だくような格好での手続きが場合によって必要になるかと思います。改めてそこはご連

絡させていただきます。 

 それから 3 つ目が、次回の会議の開催の時期としては、来年の春ということに今のと

ころは考えております。大体初年度の実績がみえてきたところでご報告させていただい

て、会議をどのように開いていくのかも含めて改めて事務局で決めてご相談させていた

だきますが、恐らく 2 回ぐらい、来年の春に会議を開かせていただくことになるのでは

ないかと思っております。 以上でございます。 

○伊丹分科会長 長期借り入れの許可と償還計画の認可というのは民間の企業ですと大

変重要なことで、それを書面審査で済ませられるかどうかというのも諸種の事情でどう

しようもないということが多分あるのだろうと思いますので、もしそのように私が判断

いたしましたら、みなさんに書面でご回答いただく書面審議とさせていただきますが、

会議を開かないかん重大なことだと思いますので、申しわけございませんが会議を開か

せていただく可能性もわずかながらございます。 

 ということでもおわかりのように、独立行政法人の設置につきまして、評価のための

分科会、機構の方も新しく生まれたベビーならば、我々も新しく生まれたベビーでござ

いますので、最初のうちは多少評価の全体像については未確定なまま走りながら考える

ということをせざるを得ないと思いますが、そこは元気よく前向きに、中小企業のサポ

ートをというところをとにかく大切にするのだという基本的なスタンスで、そのスタン

スを全員で共有しながらこの分科会を今後運営していきたいおと思いますので、今後と

もご協力をよろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

                     

 


