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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第２６回中小企業基盤整備機構分科会議事録 

 

平成２５年８月６日 

 

○三又参事官 それでは、定刻を過ぎましたので、これより「独立行政法人評価委員会第

２６回中小企業基盤整備機構分科会」を開催させていただきたいと思います。 

 私、中小企業庁参事官の三又と申します。本日は、５名の委員の先生方の中で、佐藤委

員が御欠席でございますが、４名の先生方に御出席をいただいておりますので、分科会と

しての定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、まず初めに、中小企業庁次長の横田より一言御挨拶させていただきます。 

○横田次長 中小企業庁の横田でございます。 

 本日は、委員の皆様、お忙しい中、お足を運びいただきまして、まことにありがとうご

ざいます。中小企業庁のメンバーは、６月末の人事異動でほとんど変わってしまいまして、

私も着任１カ月ちょっとというところでございますけれども、中小企業庁は４回目でござ

いまして、ちょうど前回、５年前に三又参事官のポストで、第１期のこの中小機構の中期

目標、中期計画の評価とか、第２期の中期目標、中期計画の設定を携わらせていただきま

した。そういった意味では、何かの御縁ではないかなと思いますので、引き続きよろしく

お願いいたします。 

 最近の中小企業政策をめぐりますトピックスについて、幾つか御紹介させていただきた

いと思います。 

 まず、最初に、東日本大震災の復興といったことがございます。特に、福島につきまし

ては、私も先月回ってまいりましたけれども、全ての市町村の避難地域の指定が終わりま

して、これから一部の地域については、避難地域の解除が行われるということでございま

す。福島、特に原子力災害被害を負っている地域におきましては、これから住民の帰還と

ともに、事業の再生を行っていくというフェーズにございます。 

 そういった中で発災以降、中小機構では、仮設工場、仮設店舗あるいは高度化事業を活

用して、被災地の事業の再生を支援してきましたけども、福島においては、これから徐々

に避難指定が解除されてくる中で、これからが本番ということでございますので、引き続

き我々の経済産業省の一丁目一番地の課題として御支援を継続していくこととしておりま

す。 

 それから、先の通常国会で、小規模企業活性化法という法改正を行いました。これも前

回御紹介しているのかもしれませんけれども、この中で、１４年ぶりに中小企業基本法の

改正も行いまして、特に小規模事業者、４２０万中小企業のうち９割弱が小規模事業者で

ございますので、ここに光を当てて支援を行っていくということで、特に女性、若者の創

業とか海外事業展開、事業承継、ＩＴ活用などが課題であるということを基本法の中に盛
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り込みまして、これから支援措置を拡充しいく中で、中小機構にもそうした政策課題を念

頭に置いた、これからの事業展開をお願いしたいと考えております。 

 来年の通常国会におきましては、さらに一歩進めて、小規模企業振興基本法といったも

のを政府提出法案で提出すべく、現在準備を行っているところでございます。 

 最後、３番目に成長戦略。アベノミクス３本の矢の３本目ということで、６月に「日本

再興戦略」が出されました。この中でも、我が国の産業の基盤は中小企業でございますの

で、非常に果たすべき役割は大きいのではないかなというふうに考えております。 

 この「日本再興戦略」の中では、非常に野心的な目標が幾つか盛り込まれております。

例えば開廃業率、現在４．５％であるものを２０２０年までに１０％にもっていくこと。

今、年間、創業される方は２５万社ぐらいですので、これを倍にするということで、５０

万というのは大変な数字であります。もちろん中小企業庁だけではどうしようもできない

ので、景気をよくするとかいったことを含めて政府全体で取り組んでいくべき問題だと思

います。それから、黒字企業７０万社を倍増の１４０万社にするとか、今後５年間で中小

小規模事業者の海外展開を１万社にするといったような野心的な目標が盛り込まれており

ます。 

 これから、まさに政府全体として達成状況を監視しながら、足りない施策についてはど

んどん拡充をしていくということになっているものでございますから、我々はもちろんの

ことですが、中小機構とも二人三脚で取り組んでいきたいと思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 私からの挨拶は以上でございます。 

○三又参事官 お手元に資料を配付させていただいております。ちょっと確認をさせてい

ただきたいと思います。資料の１は１枚紙でございます。資料２が４枚つづりのものでご

ざいます。その後ろに資料３という１枚紙がございます。その後ろに、参考資料を１から

４まで配布させていただいております。万一不備等がございましたらお知らせいただけれ

ばと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、ここから議事の進行を加護野分科会長にお願いいたしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○加護野分科会長 それでは、議事次第に従って議事に入らせていただきます。 

 議題（１）の中期目標期間終了法人の組織・業務全般の見直し当初案について事務局よ

り御説明をお願いいたします。 

○三又参事官 御説明をさせていただきます。 

 独立行政法人通則法の第３５条の規定によりまして、主務大臣が独立行政法人の中期目

標の期間の終了時において、組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、

所要の措置を講ずるものとされております。また、その検討を行うに際しまして、主務大

臣は評価委員会での御意見を聞かなければならないというふうに規定をされてございます。 

 こうした規定に基づきまして、これから来年の３月末で第２期の中期目標期間が終了い
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たしますので、その終了時における組織・業務全般の見直しを行うわけですけれども、そ

の見直しについての当初案について、本日、御説明をさせていただき、御意見を賜りたい

と思っております。 

 お手元の資料の１と２が、その組織・業務全般の見直しに関する当初案の概要とその本

文でございます。ちょっとクリップを外していただきまして、資料の１と２をちょっと並

べてお手元にご覧いただければと思うのですが、基本的には資料１に沿いまして簡単に御

説明をさせていただきます。 

 まず、最初のところで、中小企業基盤整備機構の設立の目的、それから役割、これはも

う先生方、御案内のとおりでございますけれども、中小企業基本法の基本施策の３つの柱

というのがございます。「創業・新事業展開の促進」、「経営基盤の強化」、「経営環境

の変化への対応」という３つの事業の枠組みというものを基本的な柱として設立されてお

ります。 

 「中小機構の役割」というこの横長のカラーの紙の左上のところでございますけれども、

大きくまず中小企業政策の中核的な実施機関としての役割、さまざまな地域支援機関等に

対します支援機能の向上・強化を支援する役割というようなものが、もう一つ大きなもの

としてございます。中小企業政策の中核的な実施機関ということで、さまざまな専門的な

知見、外部専門家の活用、中小機構自身が持つ支援機能を活用した複合的な支援を行うと

いうことも重要な役割であると位置づけられてございます。 

 これまでの取り組みでございますけれども、冒頭申し上げた３つの柱に即しまして、さ

まざまな取り組みを実施してまいりましたというのが、その上の真ん中の「これまでの取

組」のところに列挙させていただいております。 

 それから、右のほうにまいりますけれども、「中小機構を取り巻く最近の状況」という

ことで、横田次長からの挨拶の中にもございましたけれども、「日本再興戦略」が今年の

６月に閣議決定をされました。いわゆる現政権での成長戦略でございますけれども、この

中で、大きな４つの柱が掲げられてございます。重点分野という点線で囲ってあるところ

ですけれども、地域のリソースの活用・結集・ブランド化、それから２番目が、中小企業・

小規模事業者の新陳代謝の促進、３番目として、戦略市場への参入の支援、４点目とて、

中小企業・小規模事業者の海外展開の支援ということがまとめられてございます。 

 また、この成長戦略、「日本再興戦略」の策定過程におきまして、「小さな企業・成長

本部」を経済産業大臣をヘッドにして全国各地で行い、その草の根的な現場の声というも

のをできるだけ活かさせていただきながら、行動計画というものを策定いたしました。こ

の行動計画の柱も、まさに今、申し上げた４つの具体的な行動計画というものを定めたも

のになってございます。 

 それから、これも次長の挨拶の中にありましたけれども、法律として、１つは昨年の８

月に策定されました中小企業経営力強化支援法という法律で、地域の支援機関の新しい制

度的な枠組みとして、「認定経営革新等支援機関」というものを位置づけまして、これに
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対する中小機構からの専門家派遣等の協力業務というものが位置づけられております。 

 また、本年の通常国会で成立いたしました小規模企業活性化法、これは先ほどの中小企

業基本法の改正の中で改正を行ったわけですけれども、併せまして、この法律の中で中小

機構の情報提供の認定情報提供機関に対する協力業務を新しく位置づけられてございます。 

 以上、ざっと御説明いたしましたのは、本文のほうでは、１ページ目から４ページ目に

かけて記述をされてございます。 

 以上が大きな意味でイントロでございまして、そこから先の本文ですと４ページ目の一

番下のところです。「組織・業務全般の見直しの方向性」というところから後ろが今回の

まさに中身の部分でございます。 

 引き続きカラーの資料のほうに戻らせていただきますけれども、基本的な考え方、ピン

クのところでございます。この３つの柱という基本法に即した柱そのものは継続してまい

りますけれども、この３つの「創業・新事業展開の促進」、「経営基盤の強化」、「経営

環境の変化への対応」という３つに即しまして、特に今、御説明いたしました「日本再興

戦略」の４つの重点分野など、現在直面する政策課題の要請に的確に対応していくという

のが基本的な考え方でございます。 

 具体的には、その下に６つの箱がございます。特に力を入れていくべき分野として、（１）

から（５）、（６）はそのやり方のような部分でございますけれども、こういったことに

注力をして、次の中期目標期間の業務を行っていくという考え方を整理してございます。 

 順次簡単に御説明いたしますけれども、まず、１番目の「販路開拓支援」でございます。

中小企業者から見て買い手となる大企業、あるいは海外企業のニーズの収集・蓄積を強化

していくと。具体的には、Ｗebマッチングサイトというものを新たに構築し、中小企業の

優れた技術、商品等の情報を国内外の大企業、海外企業等に提供するというようなことを

１つ具体的な取り組みとして盛り込んでおります。 

 また、展示会・商談会等とＷebサイトとの連動により、マッチングの成果の向上を図る

といったことも記述をさせていただいております。 

 ２番目の「中小・小規模事業者の新陳代謝」でございます。大きく２つのパートがござ

います。１つ目は「創業の促進」でございます。成長分野の創業等に対するハンズオン支

援、それから、中小企業大学校における地域支援機関等への創業支援研修、創業に関する

情報提供等を通じまして、女性・若者等の創業促進を図っていく、こういった内容につい

て特に注力をしていく。 

 それから、もう１つのパートとして「事業引き継ぎ」。これは後継者不在の問題に対応

する事業引き継ぎの支援というカテゴリーでございます。これについては、中小機構に置

かれている事業引継ぎ支援の全国本部の機能を強化し、事業引き継ぎのマッチングを促進

していくという内容でございます。 

 ３番目の柱が、「ものづくり連携支援」でございます。ものづくり企業、これは我が国

の産業基盤を支える重要な役割になっているわけですけれども、特に、昨今、新興国の成
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長など、さまざまな形で大きな環境変化にさらされて厳しい状況に置かれております。当

然、自社においてのさらなる生産性向上の取り組みや、自社で不足する経営資源を補完す

るための取り組みといったことが不可欠になっております。 

 こうした中で、複数のものづくり企業が協力・連携をして生産性向上や経営資源の相互

補完を図るような取り組み、それによって、取引先の獲得や新分野への進出に成功してい

るような先進的な取り組みが幾つか出始めております。こういったことを踏まえまして、

こういうものづくり連携グループの組成を促進して課題解決、販路開拓等の取り組みを支

援していくというところを注力していくというのが３番目の内容でございます。 

 ４番目が、「海外展開支援」でございます。新興国市場をはじめとした海外の市場の獲

得のために、中小企業・小規模事業者が有する競争力ある技術や製品を活かしていくとい

うことで、具体的には、ＪＥＴＲＯとの連携を強化し、積極的に海外展開を支援していく

ということでございます。海外展開に潜在力を持つような中小企業・小規模事業者の発掘

は、それらに対する情報提供、相談・助言、研修といった事業を進めてまいります。また、

海外、現地における事業化の可能性調査、海外企業等との商談会の開催等に注力してまい

るという内容でございます。 

 ５番目に書かせていただいておりますが「東日本大震災の復興支援」、冒頭の次長の挨

拶にもありましたように、復興支援につきましては、中小機構の役割というのは非常に大

きなものがございます。現場で被災地の声をお聞きしても、非常に助かっているという話

を耳にするところでございます。具体的には、引き続き被災中小企業・小規模事業者や、

地元の自治体、支援機関等への相談・助言、あるいは専門家の派遣等による被災地域の事

業やまちづくり等の再建計画の策定等を支援していくというのが１つ目でございます。 

 さらに、特に原子力災害で深刻な被害を受けている福島の復興・再生について、仮設施

設の整備、その他中小企業・小規模事業者の事業再開に向けた取り組みを支援していくと

いうことでございます。ここは経済産業省全体としても非常に力を入れている分野でござ

いまして、これからの５年という期間を考えましても、この復興の支援というのは、１年、

２年で終わる話ではございませんので、非常に重要な柱かなというふうに考えてございま

す。 

 最後６番目の柱でございますが、効率的・効果的な支援のための取り組みということで、

ＩＴの関係でございます。 

 １つ目といたしましては、ＩＴを活用した支援インフラの整備ということで、支援対象

企業数も非常に増加をしてまいりますことから、中小機構内でしっかりＩＴを活用した情

報基盤を整備するということも書かせていただいておりますし、先ほど、販路開拓のとこ

ろでちょっと触れましたＷebによるマッチングシステムというものを構築して、これは実

際の中小企業者の方に使っていただいて、大企業等との効率的なマッチングを行う仕組み

づくりに寄与させようということでございます。 

 それから、２つ目のところに、Ｗeb等を活用した中小企業・小規模事業者への情報発進
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力の強化ということで、中小機構を含めたさまざまな中小企業・小規模事業者への支援施

策についての情報をできるだけ的確に中小企業・小規模事業者へ届けられようにするため

にＷeb等を活用していくということでございます。国や中小企業庁におきましても、支援

ポータルサイトというものをちょうど開設したところでございますが、これとの連携も図

りつつ、必要な事業者の方に必要な情報が的確に届くというような活用に注力をしてまい

るということでございます。 

 最後に、「業務運営の一層の効率化」というところでございますが、これは中小機構が

引き続き現場重視の組織運営、あるいは職員の専門性の向上と外部専門家の発掘・育成に

よる組織力の向上といったこと、特に、後者につきましては、今回の「日本再興戦略」の

柱にも出ております戦略市場、これは環境エネルギー、航空宇宙等の成長分野と書いてご

ざいますけれども、こういった分野の専門家も新たに発掘をしていく必要があるというと

ころでございます。 

 それから、３番目に、「適切な評価を踏まえた業務改善と新たなニーズへの対応」とい

うことで、業績評価につきましてはアウトプットに加えて、そのアウトカムの観点からの

業績評価を適切に行うということで、中小機構のサービスを受けた企業の業績がその後ど

うなっているかというような観点も重視をしてまいりたいということでございます。 

 それから、既に導入をしております四半期ごとの決算状況の確認やＫＰＩの活用といっ

たことで、十分に成果を得られていない業務や他の支援機関が十分に対応できているよう

な部分については改善ないしは廃止をする一方で、新たなニーズに対応した業務などにつ

いては、資源を集中していくということでございます。 

 その他「業務運営の効率化」ということで、特に運営費交付金を充当して行う業務につ

いての効率化について注力をしてまいるのと、保有資産についても、不断の見直しに徹す

るということを記述させていただいております。 

 とりあえず御説明は以上でございます。 

○加護野分科会長 はい。ありがとうございました。 

 中小機構のほうから追加で御説明ございますでしょうか。 

○岸本理事 理事の岸本でございます。参考資料の１から４を用いまして、補足の説明を

させていただきます。参考資料の１をご覧いただきたいと思います。 

 資料の１で示しました強化する業務のうち、「販路開拓支援」、「ものづくり連携支援」

及び「海外展開支援」について、最近の取り組みを御紹介申し上げます。 

 販路開拓支援でございますが、来年４月からの稼働を目指しまして、Ｗebマッチングシ

ステムの整備に取り組んでおります。このシステムの特徴でございますけれども、中小企

業の優れた製品・サービスの販路を開拓するという観点から、大手の企業あるいは海外の

企業をターゲットとしまして、相手のニーズを踏まえたマッチングを促進しようとするも

のでございます。これは単にネット上をつなぐということではありませんで、実際に中小

機構あるいは他の主催者が実施する展示会・商談会での商談、あるいはそれに至る過程で
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の機構の職員、あるいは専門家によるつなぎということを連動させる取り組みでございま

す。 

 当面の規模でございますけれども、２ページの左下になりますが、主たるターゲットと

しまして、国内では大企業、製造業２，０００社程度及び商社卸の１，７００社程度、海

外については、当面、１，０００社程度の提携先、あるいは買い手企業とのマッチングを

促進する計画でございます。 

 ２番目が、「ものづくり連携支援」でありますが、こちらでは３ページと４ページに典

型的な２つの事例を掲載しております。 

 １つ目が、試作開発型のものづくり連携グループ、京都の「試作ネット」というグルー

プでございます。こちらは京都府あるいは京都市とも連携をしながら、拡大してきている

センターでありますけれども、試作のプラットフォームとして、機械金属、電子電気、伝

統工芸などさまざまな受注ができるような仕組みとなってきておりまして、現在ネット全

体では９６社、将来は５００社という大規模なものづくり連携グループを目指しているチ

ームでございます。 

 もう１つは、「ゼネラルプロダクション」。これは株式会社でありますけれども、量産

受注をする企業の取りまとめ役として、納期あるいは設計、開発、品質について保証する

と、こうした機能を持ったものづくり企業の連携グループのハブとなる会社でありまして、

この量産受注が軌道に乗っております。平成２４年３月、昨年にはダイハツ自動車から第

一サプライヤーの指定を受けるに至っておりまして、こうした量産受注型、あるいは先ほ

どの試作開発型、こうした双方向からものづくり連携グループの事業化を支援してまいり

たいと思っております。 

 ３点目が「海外展開支援」でありますが、５ページの左方にありますとおり、中小企業

の海外展開に当たっての障壁や課題として、私どもの調査では販売先の確保あるいは信頼

できるパートナーの確保ということが取引上非常に重要であるということが輸出について

も、直接投資についても指摘をされております。 

 輸出企業の課題としては、現地パートナーの確保ということも重要な課題となっており

まして、そうしたことを受けまして、中小機構として３つの分野を重点事項にしてはどう

かと考えております。 

 １点目が、海外現地企業とのマッチングでありまして、６ページに入っていただきます

と、昨年からインドネシア、ベトナムあるいはミャンマーで商談会を実施しているという

ことを、２４年度業績評価の際、御説明したところでありますけれども、今年度はこれに

加えましてタイの４カ国について商談会を行っていく方針でございます。 

 ２点目は事業計画の策定支援であります。現地のパートナー探しと並行しまして、生産

拠点の投資環境であるとか、海外展開プロジェクトの採算性など、国内の経営と併せて海

外展開の事業化についての計画策定の支援をしております。国の補助金もいただいて、本

年度、１７０社程度行う予定にしております。 
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 ３点目が、潜在力のある企業の発掘でございます。先ほど御説明がありましたとおり、

５年間で１万社程度の中小企業の海外展開を支援するという国の目標がございますけれど

も、当面、中小機構としてこうした潜在力のある中小企業、あるいは小規模事業者を３，

０００社以上発掘するということ目標に、精力的に企業の発掘に取り組んでまいりたいと

思っております。 

 参考資料の２でございますけれども、これは当初見直し案の中に評価指標のことが何回

か出てまいりましたが、この資料で緑に塗っておりますところが中期計画、毎年度評価に

当たって活用している数的指標でございます。そのほか、中小機構の部内の管理のために

使っている指標も合わせて掲載をしております。右方に網かけをしておりますところは、

第３期中期目標で、重点事項としている分野にかかわる指標の２３年度あるいは２４年度

の実績を掲載した箇所でございます。 

 最後に、参考資料の４でございますけれども、行政改革に係る対応状況でございます。

中小機構が現在進めております行政改革の対応状況は、平成１８年度及び平成２２年度の

指摘事項についての対応を進めているところでございます。 

 これから９月以降、今後の新たな行政改革に係る検討が政府全体で始まると予定をされ

ておりますので、そうした検討結果を踏まえまして、今後とも業務の効率化についても進

めてまいりたいと思っております。 

 なお、この参考資料の４には記載がありませんが、産業用地業務につきましては、当初

見直し案の５ページの中ほどでありますが、平成２５年度で産業用地業務を予定どおり終

了させるということで現在取り組みを進めております。 この産業用地業務の人員につき

ましては、今後評価される業務に充てて一層迅速かつ着実な業務に努めるということにし

たいと考えています。 

 順序が逆になりましたが、参考資料の３につきましては、平成２１年度以降の中小機構

が活用している予算のうち、一般勘定に係るものを整理したものでございまして、一般管

理費、業務経費を着実に削減している一方で、平成２３年度は震災復興対策で３００億円

以上予算をいただいておりますほか、海外展開支援あるいは金融円滑化法の期限切れ対策、

創業支援など、各班の予算を交付金以外でいただいて事業を行っているところでございま

す。 

 補足説明は以上とさせていただきます。 

○加護野分科会長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆さん方からの御意見を頂戴したいと思います。どうぞ御自由にお願

いします。 

 では、順番に御指名させていただいてもよろしゅうございますか。 

渡邊委員からお願いしたいと思います。 

○渡邊委員 いろいろとありますけど、最初に中小機構の支援策、中小機構というのは国

ですよね。それから地方、中小企業の支援というと商工会議所、私は商工会議所の副会頭
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をやっておりますけれども、商工会議所、商工会による支援があって、３つぐらいになっ

ていると思うのですけれども、それらとの連携というのがなかなかとれていないというの

が私の感じであります。 

 特に、中小企業の地域の支援機関である商工会とか商工会議所との連携というのは、商

工会議所は商工会議所で独自にやられるし、中小機構は中小機構でやられているという感

じが若干あるので、その辺のところの連携をもうちょっととってやると、さらに有効的に

なるのではないかというふうに思います。 

○加護野分科会長 今の御意見の連携という部分はどの辺に入っていますか。 

○渡邊委員 中小機構の地域本部がありますよね。そこと商工会議所の連携ですね。東京

なら東京の本部でしょうけれども。 

○加護野分科会長 続きまして、杉浦委員お願いします。 

○杉浦委員 先ほど、創業率を今、４．５％を１０％に持っていくというお話がございま

した。今でも廃業率のほうが創業率より高いですよね。これを何とかしなきゃいけないわ

けですけれども、創業に至るようなビジネスシーズというのは結構あると思うのですけれ

ども、ネックになるのはファイナンスではないかと思うわけです。 

 創業できるようなシーズを持ちながら、これを事業に展開するときにファイナンスを付

けてもらえないわけですね。担保もなければ保証人もいないという場合には、ファイナン

スを受けられない。それでそこに中小機構のファンドが金を出しますよという形でファン

ドからお金を投入する。そうするとファンドの目的にはそこから株式を公開して資金を回

収するというのがありますので、必ずしもその創業者のやりたいと思った方向にいかない

場合があると思うんですね。 

 そういうところにファイナンスを付けるのは中小機構と政府系金融機関が一緒になって

やる、あるいはこの間、商工中金さんの方と話をしたら、そのような取り組みはやられて

いるらしいのですね。無保証でファイナンスをつけるというようなことはやられているら

しいのですけれども、一般的に、銀行さんがリスクの高い企業にファイナンスをした場合、

それの半分ぐらい積み立てをしておかなきゃいけないわけですね。 

○加護野分科会長 引き当て。 

○杉浦委員 引き当てを。そうすると効率的ではないから、ファイナンスをしないという

形になってしまうわけですけれども、そのような場合に、中小機構で保証するということ

はできないだろうかと。そうすると、うまくファンドに投資をしてもらわないで借り入れ

をして事業を起こすことができるのではないか、ということを考えていただきたいなとい

うふうに思っております。 

 それから、もう１つ、企業の新陳代謝で、もう後継者がいないので事業をやめたいとい

う方に後継者を見つけてくるというのは、中小機構ではかなり簡単にできると思うのです

ね。人を入れてもその会社が持っている株式をどう移転するかという問題がございまして、

これもやはり一定のファイナンスが必要ではないかと思いますので、そこら辺を、今の創
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業支援と同じような感じで考えていただけないかというふうに思っております。 

 それから、もう１つ、海外展開支援でインドネシア、ミャンマー、ベトナムと商談会を

やられていますけれども、事業を起こしてうまくいく確率は多分５０％ぐらいではないか

なと思うんですね。中国などの例を見ていると、もううまくいかないので引き揚げるとい

う場合に、引き揚げさせてくれないという問題がございまして、その３カ国、あるいはこ

れからもいろいろな国とやっていくということを考えた場合、すんなりと撤退することが

できるような法律になっているのかどうか、そこら辺を調べておいていただきたいなとい

うふうに思っております。 

○加護野分科会長 帰りやすい条件をつくってあげる。 

○杉浦委員 入りやすいけど出やすいというのも必要ではないかなと思います。 

○加護野分科会長 今の杉浦委員の御指摘の多くは、金融にかかわるものだったと思うん

ですが、今までになかった金融ニーズというのができていると思うんです。 

 どうも市場の間接金融中心の金融システムから、もうちょっと直接リスクをとるような

システムに変わっていく必要があるのではないかという感じがしますが、この辺の御意見

を含めてあんまり金融の話は新しい話ではないわけですね。どうしても金融の話は金融庁

絡み、別の役所ということになりますが、しかし、ここに関しても、みずからファンドを

組成しているということもありますし、金融についてもう少し、もう一歩突っ込んだ指摘

があっても。 

 それと、今、深刻なのは、これまで日本の中小企業が海外へ行くというのはお客さんに

引っ張られて行っているという、大手のお客さんが海外に行かれるから、そのビジットが

サプライヤーとして海外に出るということが多かったのですが、今後、より積極的に海外

進出ということになりますと、現地のお客さんを対象にして出て行くということがあると

思いますが、今、特に大手でも非常に深刻な問題になっておりますのは、中国で日本と同

じようなバブルの崩壊が起こったときに、売上債権を本当に確保できるか、回収を確保で

きるかどうかということもあります。その辺なんかも金融的なサポートも必要になってく

るということもあると思います。 

○渡邊委員 中国の場合だと、杉浦さんが言ったように、撤退のときがありますね。撤退

のときに弁護士というか、法律的な支援やアドバイスをやってもらえれば最高だし、あと、

中国の場合ですと、知的財産の侵害というのが結構ある。あるいは御当地ブランドの名前

がもう向こうでは登録されているとか、そういうのがありますから、知的財産の訴訟とい

うようなものの支援もやっていただけると幸いなんじゃないかなと思っています。 

○加護野分科会長 リーガルサポートみたいなものが今まで以上に必要になってくる可能

性もあると思います。その辺も一歩突っ込んで、やはり海外での不満を聞きますと、海外

の大使館や領事館へ、助けてくださいよということを言ってもほとんど対応してもらえな

い。まだおたくだけでしょう、業界全体で悪くなったら考えますけど、まだおたくだけで

しょうというような話が、１社のために動けませんという、こういう対応が在外公館のほ
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うで多くて、実際に困っておられる企業も随分たくさんあると思います。その辺のリーガ

ルサポートのシステムをどうサポート、やっていけるか、これも単に日本人の弁護士だけ

じゃなくて、現地人の弁護士事務所も含めて上手に対応していくということが必要だろう

と思いますので、この辺も恐らくまた考慮していただく必要があるのではないかと思いま

す。 

○横田次長 よろしければちょっと中小企業庁のほうから。 

今の御指摘の点ですけれども、まず、海外展開の支援につきましては、先ほど参事官の説

明にもありましたように、中小機構のほかに海外のネットワークを持っているジェトロと

いう独立行政法人がございます。それで、今、中小企業庁の予算でジェトロに補助をしま

して、８カ国、１０拠点でプラットフォームを整備しておりまして、そこの専門家がワン

ストップになって、法務とか税務とかいろいろな問題について、一気通貫で御相談に応じ

るというような体制を整備しております。 

 そういった意味では、海外進出をする企業の発掘とか、事業計画中小機構でやっていた

だきつつ、実際、進出した後のサポートはジェトロも活用しながらうまくシームレスにで

きるようにやっていきたいと思っております。 

 あと、杉浦委員のほうから、金融についての御質問がございましたが、創業時の融資に

つきましても、民間企業がやる場合には信用保証協会が保証する制度がございます。昔は

信用保証協会が貸し倒れた場合の信用保険は、中小機構で持っていたのですが、これも行

革の議論で、中小機構が金融をやるのはいかがなものかということで、今、日本政策金融

公庫にその業務を移管したという歴史がございます。政府全体としてはそういう仕組みが

あるのですけれども、一応、中小機構はそういうことをかつてはやっていたのですけれど

も、今はやっていないということでございます。 

 ちなみに、日本政策金融公庫の国民事業部門、旧国金でございますが、こちらも創業融

資を一生懸命やっております。年間２万件ぐらいの創業融資がございますので、なかなか

民間金融機関では出にくいところについては、政策金融も連携しながらやっていきたいと

思っております。 

○杉浦委員 貸す場合の金額の制約とか何かはあるんですか。 

○横田次長 そこのところは、たしか１，５００万ですかね。 

○杉浦委員 ちょっと少な過ぎるんですよね。例えば工場を建てるのに１，５００万じゃ

どうしようもないというような話ですね。 

○三又参事官 今の御議論について、本当にそういうおっしゃる実態があるのもそのとお

りだと思うんですけど、他方で創業、要するに過去の実績はないわけです。当然創業なの

で、本当に必要としている人、今、いいビジネスシーズを持っている方と、本人がどこま

でわかっているかわかりませんがただ、とりあえず政府系金融機関が貸してくれるからと

やるという方とは、やはり選別するところが多分ポイントなのだと思うんですね。本当に

いいシーズを持っているところを見分けて、そこには１，５００万といわずというふうに
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やりたいところなんですけど、そこはまさに今、大きな課題ではあります。 

 今後の中小機構の事業の方向性で申し上げますと、２番目の柱として御説明した新陳代

謝のところで創業の話がありますけど、これはやはり中小機構自身がやるのに限りがあり

ますので、本当に全国津々浦々の万単位の創業に対してそういうある種の目ききというか、

一応、ビジネスプランを見て、どこまで活かせるかという判断を、その金融機関あるいは

信用保証協会、地域の支援機関とがタイアップして支援するということが必要になってく

ると思うので、その支援機関のところの選別をうまくできるかどうかというところを、中

小機構としては創業支援研修みたいなものを、地域支援機関に対する研修などでお手伝い

をしていくとか、そういう形での支援をしているという関係でございます。 

 あと冒頭、渡邊委員から御指摘があった地域支援機関との連携についても、これもいろ

いろなところで御指摘を受けることでございまして、本当におっしゃるとおりだと思うの

ですが、の中小機構のほうの切り口、これはむしろ国がしっかりいろいろな支援機関とか、

商工会議所あるいは地域の金融機関、あるいは中小機構をどう有機的に連携ができるよう

な仕組みにするかというところが、我々に課せられている課題だと思うんですが、今日御

説明した中では、中小機構から見ると商工会議所を含め地域の支援機関に対する支援、そ

の支援機関に対する支援という言い方をしておりますのと、その支援機関と連携をとって

いくという形で、一応、本当に簡単にではありますが、５ページの３行目のところに地域

支援機関等の支援機能の向上・強化を一層強化・充実していくというようなことを書かせ

ていただいています。 

それから、各論のところでは６ページ目で、新陳代謝のところに今ちょっと触れました

４行目ですね、「中小企業大学校における地域支援機関等への創業支援研修」といったも

の、これはちょっと各論ですけれども、それからその次のパラグラフのところも、その引

き継ぎの話についても地域の支援機関との連携ということが必要になってくるということ

で、ちょっとここは冒頭の次長からの挨拶にもありましたように、小規模事業者に特に光

を当てて、それをどうやって支援のメカニズムというのをうまく、効率よくやっていくか

という、国の側の課題だというふうには思っていますが、その中でうまく中小機構の役割

というのを活用できるようにということで、検討を進めてまいりたいと思います。 

○横田次長 いろんな分野があると思うんですけれども、例えば事業再生みたいな分野を

とってみると、再生支援協議会の仕組みが始まって１０年たっておりますけれども、各商

工会議所に大体、再生支援機構を置いていただいて、中小機構のほうでは全国本部を立ち

上げて、ここはかなりいろいろな意味で信頼関係を持ちつつ、うまく全国本部から各支援

金をサポートするみたいな制度が根づいているのかなというふうに思っています。ああい

ったものを少しひな型にしながら、中小機構が支援機関の親分というか、兄貴分とか、そ

ういう立場になってもらって、うまくそれ以外の創業とか海外展開、事業承継、下請等と

いろいろな課題がありますけども、うまくサポートできるようなネットワークについて、

ぜひ検討していこうよということで、今、中小企業庁と議論も始めたところでございます。 
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 現状、まだまだ中小機構と商工会議所等の支援機関のつながりとか連携というのは足り

ないというのは御指摘のとおりだと思いますので、ちょっと御指摘を踏まえてぜひ我々の

取り組みを強化したいなと思います。 

○加護野分科会長 そうしたら、具体的な取り組みのレベルで御対応いただける、金融の

問題も含めてのものだと期待しております。 

 では、荒牧さん、いかがでしょうか。 

○荒牧委員 今、全般をお聞きしていまして、事業承継のところもそうですし、それから、

技術や製品等の海外展開もそうなんですけども、一定の高度な技術が法人に帰属していて、

それを法人として承継しましょうとか、あるいはそれを支援して海外に広めましょうとか、

そういう取り組みは、もうなされているんですね。 

 ただ、私は、小さいような工場とかに、仕事柄行くことも多いのですけれども、実際に

は法人とは言いつつも、個人や職人さんに帰属している技術というのがかなり大半を占め

ているというのも事実です。その人たちが引退しちゃうとおしまいという、必ずしもその

法人に、もちろん８割程度は残るかもしれないんですけども、１００％、別の誰かに承継

されたわけではなくて、あくまで個々の職人さんに帰属しているというのがかなり実態と

してあるんですね。 

 例えば、先日、眼鏡の、福井県の鯖江にも行ってきたんですけど、鯖江は御存じでしょ

うけれども、世界の９割とかとっているんですけども、もちろん全体でものすごい技術レ

ベルは高いんですけども、実際、個々の会社の中で見ると、この工程はこの人が３０年や

っていますと、だから、この人が引退したら多分ほかの人ではこのレベルは絶対できませ

んというものの集まりなわけですね。それで、メイド・イン・ジャパン、鯖江は凄いとい

うことで売り出しているんですけど、実際に全体として、その承継が可能なのかなと考え

たときに、これはあくまで個人だよと、その個人の技術というのをどの程度まで承継でき

るか、保護できるのかというのがものすごい課題だと思いますし、ただ、実際、日本の強

みというのは、恐らくその個人の承継できない部分にかなりのエッセンスがあるんじゃな

いかなというのは、個人的に感じたところです。 

 金型とかでもよく言われていますけれども、個人のスキルを持った方が退職してしまえ

ば日本ではそういう承継者がもういないと。だから、タイとかインドネシアとかに行って、

熱心に学んでくれる人にもう無償でもいいから自分の技術が残るのであれば、もうボラン

ティアみたいな形で教えると。そういう形で、もちろんその御本人としてやっぱり残した

いというのがあるんですけど、でも、日本としてはもったいない流出の仕方をしていると

思うんですね。 

 また、それを何らかの形でお金にもできるのにそれもしないで、個人ベースで行う。も

ちろん、今、技術の支援をなさっているんですけれども、もう少しちょっと個別の職人の

レベルの技術をどういうふうに組織を活かして国内で承継していくシステムであるとか、

あるいは同じ海外に承継するにしても、何らかの形でそういう知財的な形で資金化してい
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くとか、そういった仕組みの支援を、中小機構でやっていただければなというのが感想で

す。 

○加護野分科会長 先ほど杉浦さんから事業承継の話がありましたけど、技術承継に関し

てもやっぱり課題がかなりあるんじゃないかという。 

○荒牧委員 必ずしも事業と技術は一致していませんで。 

○加護野分科会長 そういう御指摘だったんですが、この辺もおそらく対応の中で、具体

的なレベルでの対応という形でやっていただけるのじゃないかと思いますけれども。 

○杉浦委員 ドイツでやっているマイスター制度みたいな感じが必要ですよね。 

○荒牧委員 そうです。そう思います。 

○杉浦委員 いろいろな伝統的な分野で後継者、技術の後継者がいないという話は聞きま

すよね。 

○加護野分科会長 せっかくいても海外へ流れてしまうということがあって、中国とか韓

国に行くと、先生、先生ということで非常に大切にして尊敬もしてもらえる。 

○荒牧委員 そうなんですね。 

○加護野分科会長 日本では、そんな機会があんまりないというようなことも聞いたりし

ますが、その辺も具体的な対応ということで、ぜひ法律で決まって業務が決まるという発

想から、法律を先取りしていくといいますか、我々のほうが現場を知っているわけですか

ら、その現場のニーズを先にやって対応していくと。実際こういう対応はもっと上手にす

ると、こんな法律が要りますよというぐらいの発想を機構のほうでしていただければと思

いますので、ぜひ積極的に、現場発の新しい提案というのを機構のほうからしていってい

ただければと思います。 

 それは６までの柱プラスで、さらに今後加えていっていただくということも考えてもい

いんじゃないかというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 当初の見直し案に関しては、特にここが修正の必要があるということもございますでし

ょうか。追加のお話はいただいたわけでありますが。 

○渡邊委員 中小企業庁のほうだと、例えば事業承継税制というのが導入されたわけです

けれども、それを商工会議所で聞いたら、利用の実績が５５０件ぐらい、あんまり多くな

いんだよね。ですから、それはやはり事業承継税制をやはり活用できる、農業だとがんが

んやっているのに、中小企業の事業承継が５５０件というのはちょっと幾ら何でも少な過

ぎると思いますので、その辺のところを、もうちょっと利用できる、利用しやすいような

税制に変えていただけるとかね。 

○横田次長 まさにそういう御指摘があって、昨年末、党税調のほうでやってくれてます

よね。政権が交代したので、年初にやってたのですか、事業承継税制の見直しを行ってい

ただきまして、幾つかネックがあったんですけれども、事業承継した後、従業員をとにか

く５年間８割必ず維持してくださいといったようなところがあって、なかなか経営者が変

わるといろいろな不確実性がありますから、ずっと毎年毎年８割というのは難しいじゃな
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いかというので、例えば５年間通して平均で８割でいいよとか、今までネックになってい

たところについて制度改善をしましたので、またこれから一層活用されるようになるので

はないかと思っております。さらにまた、事業承継センターというのを、今、全国８カ所

整備していまして、これも全国展開をするということにしておりますので、いろいろな形

で円滑に事業承継されるようにサポートしていきたいと思っていますし、また、事業承継

分野なんかでも、中小機構にも全国本部的ないろいろなノウハウを集めて横で共有すると

か、専門家を送るとかというような形でぜひサポートをしてもらいたいなと思っておりま

す。 

○加護野分科会長 先ほど杉浦さんから御指摘があったと思うんですが、やっぱり事業承

継にとって日本の場合、一番深刻なのは、経営の跡を継ごうと思うと、個人保証も一緒に

跡を継がざるを得ない、かなり負担が大きい、その辺は全く相続のときに考慮されない、

非常に大きな目に見えない負債を抱え込む。 

○杉浦委員 それは考慮されません。 

 株価が３つできちゃうんですよね。赤の他人が買う株式と関係者、いわゆる親族が買う

株式も、また規模によって総資産方式と類似業種比準方式と２つ価格が出まして、赤の他

人が買うと配当還元方式ですごく安く買えるんですけれども、それを一族が買うとなると

１０倍以上になっちゃうんですね。 

 それを事業の後継者がいない、他人が来る、他人が買い取りますよというと、配当還元

方式で買えるわけですね。そうするとオーナーは売ったってしようがないということにな

っちゃうわけですね。３つ株価ができるというのがおかしな話なんですけどね。それはフ

ァイナンス関係では解消できませんよね。国が株価を３つつくるようなことになっている

からそうなってしまうので、１個でしたらいいんですけどね。商工会議所さんでもそうい

うような問題、いろいろあるんじゃないですか。 

○渡邊委員 だと思いますけど。 

○加護野分科会長 何か身内、素人に対して非常に厳しいという、そういう税制にかかわ

るルールが･･･。 

○渡邊委員 相続なんかだと、会社なんかで、土地が純資産でやられちゃうと東京なんか

だとものすごい高くなっちゃいますよね。全然儲かっていない会社でも、ものすごい相続

税かかっちゃいますので、そうすると、さっきの承継税制じゃないけれども、これだった

らやめざるを得ないとかね、そういうふうな形にもなっている。 

○加護野分科会長 しかも、海外進出支援と言いますけど、そういうところが海外行っち

ゃうというリスクもあるんですかね。シンガポールへ行っちゃうともう相続税かからない。 

○横田次長 これも中小機構というよりは、中小企業庁の課題でございまして、昔は事業

承継税制でも、国税庁通達で純資産方式、類似業種比準方式で決まっていまして、通達見

直しみたいな税制要求を昔は出していたりしたこともございまして、純資産方式も問題も

ございますし、類似業種も、例えば鉄鋼業とかだと新日鉄、住金とかの株価をベースに配
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当とかそれぞれ掛け算をして出してくるようなもので、そんな町工場と一流上場企業の株

価を比較されてもみたいな御議論もあって、また、おっしゃったようなその配当還元とい

う、実際取引をするとなるとそれは収益還元というか、そういうので評価せざるを得ない

というようなことがあって、ちょっとなかなか難しい課題だと思います。それは中小企業

庁のほうで引き取らせていただいて、また少し検討させていただければと思います。 

○杉浦委員 創業率を上げて、廃業率を低くするには、それやらなきゃならないと思うの

で、お願いしたいと思います。 

○三又参事官 御指摘があった個人保証につきましては、その事業承継に着目してという

よりも、もう個人保証そのものを、いわゆる経営者の個人の保証というのも、これは今は

広くとられているわけですけど、それを法人の場合、法人とその経営者個人とのその財産

関係が、かなり独立性がはっきりするような場合には、経営者保証、これは最後は民間金

融機関ですと民民の契約の問題になるのですけれども、そこについてガイドラインを我々

と金融庁とで一緒に本年内に策定をして、一定のメルクマールに該当するような場合には、

経営者保証はとらないようなプラクティスを広めていくということをしようということを

今取り組んでおります。 

○杉浦委員 株式会社であっても、有限責任じゃなくなっちゃうんですよね。じゃあ、株

式会社にする必要はないんじゃないかと思うんですけど。 

○加護野分科会長 ありがとうございました。 

 特に見直し当初案について、ここがやっぱりちょっと基本的に変える必要があるという

ところはありますでしょうか。今、新しい問題が、これは中小機構だけではなくて、中小

企業庁のほうでも考慮していただく必要がありまして、恐らく中小企業庁が単独ででつく

れない部分もあると思いますので、今後さらに先の計画にも活かしていっていただきたい

というふうに思います。 

 それでは一応、見直し案は皆さんの御意見を聞かせていただいて、御了解いただいたと

考えてよろしゅうございますでしょうか。 

 

（「異議なし」と声あり） 

 

○加護野分科会長 ありがとうございます。 

 本件につきましては、８月１９日に開催される予定の経済産業省独立行政法人評価委員

会、親委員会に、これは私のほうから御報告させていただくということになると思います。 

 本日のさまざまな御意見については、見直し案に反映すべき事項なども含めて、私と中

小企業庁の事務局との間で調整をさせていただきたいと思いますので、御一任いただくと

いうことでよろしゅうございますでしょうか。 

 

（「異議なし」と声あり） 
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○加護野分科会長 それでは、高田理事長から一言、お願いしたいと思います。 

○高田理事長 今日は本当にお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございま

す。 

 今、実はお話をお聞きしておりまして、私も民間にいた経験ないしはこの１年間いろい

ろとお客様のところにお邪魔しまして意見をお伺いしていますと、皆さん、先生方のおっ

しゃること全くそのとおりだと思わざるを得ませんし、私も確信的にそのとおりだという

ふうに信じております。 

 ただ、問題は幾つか出たお話を私なりに整理いたしますと、もともとこれはそういうよ

うな方法論がないというふうなものが１つあるんですよね。例えば法律がないとか、どう

していいかわからないという、あるいはほかのところに、ほかの機関がやっているぞとか、

これはまた別の話だと思います。 

 ところが、どこに持っていっていいかわからないような問題というのは、１つはあると

思います。これについては先ほど、委員の方々がおっしゃるように、法律がないんだから、

じゃあ、それを先取りしてやりなさいというお話を大変それは力があるんだろうかという

実力も、足元の力のぐあいも考えながら、ややつらいとは思いながら、そういうこともや

らなければいけないんだろうなというふうに思うことが１つです。 

 それから、もう１つは支援機関との連携のお話がございましたけれども、これは全くお

っしゃるとおりだと思うんですね。要するに、これは横田次長が申し上げたとおり、これ

は本来ならばシームレスにやらなければいけないのが、どうしても支援される側、中小企

業の皆さんから見ますとそういうふうになってないという話があると思うんです。現場へ

行きますとそういう声をたくさん聞くんですね。 

 したがって、我々はその立場に立って、その間を埋める役割をやっぱりしななけれない

けないんだろうなと。これは大変地道な作業ですし、大変手間がかかる作業だと思います。

ただ、これはあそこへ行きなさいというような形でやるんじゃなくて、しっかりその溝を

埋めるということをやっていかなきゃいけないんじゃないかと。要はおっしゃるとおり、

シームレスなやり方をどうやって我々現場の部隊がやるのかということですね。 

 これは大きく２つやっていかなければいけないというか、あるいは考えていかなければ

いけないなと。こういったことを中企庁側とよく相談しながら、我々の考え方も、こうい

う実態をお知らせしながら、議論をしていくというふうなベースができていると思ってい

ますので、我々なりにそれなりに話しながら、取り組んでいきたいというふうに思ってい

ます。 

 いずれにしましても、今日いろいろな御意見いただきましたが、当然、基本的な方向は

今日御承認いただいたとしまして、具体的な方法論につきましては、もっと我々なりに詰

めていきたいというように思います。その案ができ上がりましたら、また忌憚のない御意

見をお伺いする場があると思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 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。 

 それでは、最後に事務局のほうから、第３期中期目標の策定スケジュール等につきまし

て、御説明させていただきます。 

○三又参事官 お手元の資料３をご覧いただけますでしょうか。１枚紙でございます。 

 先ほど分科会長からもお話がありましたように、８月１９日親委員会を開催いたします。

今年は、経済産業省所管の独立行政法人で中期目標の改定を行う法人は中小企業基盤整備

機構だけでございますので、今日御議論いただいた中身について再度議論をいただくとい

うことになります。 

 その後でございますが、１２月頃に、今日の当初案について、総務省の後意見を反映し

た勧告の方向性を踏まえ、組織・業務全般の見直しの最終案を策定することにしておりま

す。 

 その最終案につきましては、分科会でも１２月御議論いただき、また親委員会でも後議

論いただき、年が明けました２月頃でございますけれども、いよいよ中期目標と中期計画

につきまして、また分科会、親委員会で御議論いただき、２月末までに御了承いただくと

いう段取りを考えてございますので、また御協力よろしくお願いいたします。 

○加護野分科会長 どうもありがとうございました。 

 こういうスケジュールでまたお集まりいただくことになると思います。何とぞよろしく

お願いいたします。 

 以上で終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

（以上） 


