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第２８回 独立行政法人中小企業基盤整備機構分科会 

議 事 録 

 

１．日 時：平成２６年２月１９日（水）１３：００～１５：００ 

 

２．場 所：経済産業省別館１１階 １１１１共用会議室 

 

３．出席者：加護野委員長、荒牧委員、杉浦委員、渡邊委員  

 

４．議 題 

    議題１：独立行政法人中小企業基盤整備機構の第３期中期目標（案） 

    議題２：独立行政法人中小企業基盤整備機構の第３期中期計画（案） 

    議題３：今後のスケジュール 

 

５．議事概要 

 

○三又参事官  まだ時間が来ておりませんけれども、皆さんおそろいでございますので始めさせていただき

たいと思います。 

 本日は、お忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。 

 これより「独立行政法人評価委員会第28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。 

 なお、本日は５名の委員の中で、佐藤委員が御欠席でございますけれども、４名の委員にご出席

いただいておりますので、分科会としての定足数を満たしております。 

 初めに、横田次長から一言挨拶をさせていただきます。 

○横田次長  本日は、加護野会長をはじめ、皆様お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございま

す。 

 昨年の夏に分科会を開かせていただきましたときにお話しましたように、今、中小企業施策は２本

柱でやっております。１つは成長戦略、この成長戦略の中では地域リソースの活用。開廃業率の倍

増。新陳代謝です。それから、新分野への進出、海外展開と、この４つの課題にどう対応していくの

かということ。 

 それから、昨年の通常国会で、中小企業基本法を14年ぶりに改正しまして、小規模事業者に対

して手厚くやっていこうということで、これまでの意欲のある、伸びるところを伸ばすという柱と、小規模

事業者対策をきめ細やかにやっていくということを車の両輪としてやっていこうということでやってまいりま

した。 

 それ以降の施策の進捗状況について、ごく簡単に御報告をさせていただければと思います。 
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 お手元に先ほど資料をお配りしましたけれども、昨年の臨時国会で産業競争力強化法が成立い

たしました。実はこの中に中小企業関連の施策も含まれておりまして、成長戦略の中の開廃業率の

倍増に対応する施策ということで、一つは創業の支援ということで、総務省さんと組みまして、各市町

村に創業支援のワンストップの体制をつくっていこうというものと、もう一つ、新陳代謝の陳のほうの部

分ですけれども、事業再生の体制強化といったものを盛り込んだ法律が成立しております。 

 それからもう一つ、小規模事業者対策につきましては、昨年９月から中小企業政策審議会の中

に小委員会を設けまして検討を行ってまいりました。１月31日に小委員会の報告書案をまとめまし

て、先日パブリックコメントも終えまして、今週の金曜日に親委員会である中小企業政策審議会に

お諮りするという形になっております。 

 実はこの審議会の議論も踏まえながら、小規模企業振興基本法、それからもう一つ、小規模企

業支援法という２つの法案をこの通常国会で提出すべく予定をしておりまして、それがこのポンチ絵の

下に２枚ほどついたものをお配しています。 

 中小企業政策審議会、小委員会で議論する中で、やはり小規模事業者といっても非常に業種、

業態、開業から最後の廃業、そういうライフサイクルによって抱えている課題も違いますし、海外展開

をしていくのか、あるいは人材確保なのか、IT活用なのかといったところで非常にまちまちなものですか

ら、一義的には商工会、商工会議所の経営指導員が全国に8,000人おりますので、こういったとこ

ろが小規模事業者に寄り添いながら、課題ごとに専門家をうまく活用するような体制。こういったもの

をしっかりと築いていく必要があるのではないかなという議論になってきております。 

 もう一つ、個別の小規模事業者の支援だけではどうしても不十分なところがある。特に地域によっ

ては、人口が減少していく中で、都市部への人口流出ということでどんどんマーケットが小さくなっていく

ような地域については、地域活性化対策みたいなこともしっかりやっていかなくてはいけないのではない

かなという議論が出されまして、そういったものをこの基本法の中にも反映をしております。 

 そういった中で、小規模事業者に寄り添う商工会、商工会議所の体制を強化する必要があるの

ではないかなということで、小規模企業支援法を改正しながら、商工会、商工会議所が非常に活

躍しているというところもあれば、いま一つうちの地域では何をやっているのかわからないという批判もご

ざいますので、各商工会、商工会議所が単会ごとに小規模事業者をどう支援していくのかという計

画をつくって、国の認定を受ける。認定を受けた者については、中小機構の支援等をはじめいろいろ

なバックアップをしていくというような法案になっております。 

 そういう中で、中小機構においても小規模事業者対策、直接的にはなかなか難しいので、今の支

援法のように、支援機関の支援機関としてどういうふうにその役割を強化していくのかとかいった新たな

課題がつけ加わってくるのではないかなと考えております。 

 本日、ご審議いただきます中小機構の第３期中期目標、あるいは中期計画ですけれども、正直

なところまだ中でも大分議論をしているところでございまして、中期目標として本日お示しをするような

数字を置いておりますけれども、まだまだ調整中というところで、個人的には、例えば、小規模共済の

加入者の目標とかいうのは今のレベルではまだまだ低過ぎると。個人保証ガイドラインというのを年末

に出しまして、２月１日からスタートしておりますけれども、なかなかああいうガイドラインが適用できる
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事業者は少ないのではないかなという中で、差し押さえ禁止債権にもなっているような小規模共済み

たいなものをもっともっと有効活用していくべきではないかなということでは、より野心的な目標を掲げる

必要があるのではないかなとか、あるいは支援機関の支援機関としての中小機構の役割を考えたと

きに、何かこの目標についてももう一段の工夫が必要なのではないかなという思いを持っておりますけ

れども、ぜひ本日の分科会で委員の皆様からも忌憚のないご意見をいただきまして、よりよい目標を

設定していければと思っておりますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○三又参事官  ありがとうございました。 

 本日の配付資料について確認をさせていただきます。 

 お手元に資料の１から５。右方に資料番号が書いてございます。 

 それから、カラー印刷の別とじのものでございますが、参考資料１から５がそれぞれクリップにとめてお

配りさせていただいております。 

 あと今、次長の挨拶の中でも触れました、後から配らせていただいた３枚紙。産業競争力強化法

案における措置等の資料、３枚紙を配らせていただきました。 

 以上、不足不備がもしございましたら、お知らせいただければと思います。 

 問題ないようでございましたら、これ以降の議事の進行は加護野分科会長にお願いをいたします。

よろしくお願いいたします。 

○加護野分科会長  それでは、議事に入らせていただきたいと思います 

 本日は、議題が３つございまして、まず第１は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の第３

期中期目標についての議題でございます。 

 第２は、それを実現するための中期計画についての議題でございます。 

 議題の３は、その他でございますが、今後のスケジュールについて、事務局より最後にご説明してい

ただきたいと思います。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

○三又参事官  まず、第３期中期目標の議題につきまして、資料の説明をさせていただきます。 

 前回、12月９日の当分科会におきまして、中小機構の中期目標期間終了時における組織業

務全般の見直し案についてご審議をいただきました。それを踏まえて12月18日に親委員会でもご審

議をいただきました。その前回の見直し案につきましては、参考資料の５に添付をさせていただいてお

りますので、必要に応じご参照いただければと思いますけれども、今回はこの見直し案を受けて、第３

期の中期目標の案、それから第３期中期計画の案をお示しさせていただいております。 

 見直し案につきましての総務省からの勧告の方向性というのも参考資料３で付けてございますけれ

ども、これも踏まえたものとしてございます。また、12月24日に閣議決定された独立行政法人改革

等に関する基本的な方針というのが、これは参考資料４でございますが閣議決定されておりまして、

これらも踏まえてございます。 

 今後、本日のご審議、それから明後日21日に親委員会を予定しておりますけれども、それを踏ま

えまして、まず中期目標を主務大臣であります経済産業大臣が定め、中小機構に指示を行い、こ

れを受けた中小機構のほうで中期計画及び年度計画を定めて、これを認可するというようなステップ
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で今後進めてまいります。 

 まず、中期目標の案、資料１と２でございます。これを私のほうからご説明させていただき、その後

資料３と４の中期計画の案につきまして、中小機構の高田理事長ほかからご説明をいただきますが、

まず資料１と２でございます。後ほどの中期計画のご説明とも重なる部分があると思いますので、手

短にポイントだけご説明させていただきます。 

 資料の１と２をお手元にお出しいただければと思うのですが、基本的には資料の１でポイントを述

べさせていただきます。 

 これは法律に基づく中期目標期間というのを定めることになっています。これは、この４月から５年

間とさせていただきます。 

 「２．中期目標の基本的な方向」のところに書いてございます内容は、これまで見直し案の御検

討の中でもご議論いただいたものでございますけれども、政府の政策展開、中小企業・小規模事業

者にかかわる政策で今大きな課題になっているところ。これに貢献するための取り組みというのを、第

３期の中小機構の業務の大きな柱といたしまして、特に下に掲げてございますような内容に重点を

置いて取り組むということでございます。 

 （１）のところは「政府の政策展開への貢献」ということで、大きく３つの項目。第１点目が「東日

本大震災からの復興の加速と福島の再生」。これにつきましては、もう既に３年、震災から経過して

おりますけれども、本格的な復興はまだまだこれからという部分もございますので掲げさせていただいて

おります。 

 第２点目が「日本再興戦略」に掲げられた目標に向けた政策展開への中小機構としての対応と

いうことでございます。 

 ３つ目標が具体的に掲げられてございます。開廃業率を米英並みの10％台に引き上げること。

2020年までに黒字の中小企業・小規模事業者を倍増すること。今後５年間で新たに１万社の

海外展開を実現することでございます。 

 大きな３つ目の柱が、小規模事業者に焦点を当てた政策展開に対する中小機構としての対応

であります。 

 それを踏まえまして、中小機構としての、特に今後この第３期において強化する６つの業務というの

を整理してございます。 

 １つ目が「東日本大震災からの復興支援」。 

 ２つ目が「販路開拓支援」ということで、特に買い手の大企業等とのウエブを活用したマッチングシ

ステムの導入等が中心でございます。 

 ３つ目は「中小企業・小規模事業者の新陳代謝（創業・事業引き継ぎ等）の促進」でございま

す。 

 ４つ目が「ものづくりを行う中小企業・小規模事業者の連携支援」 

 ５つ目が、「海外展開の支援」。 

 ６つ目といたしまして「ITを活用した効果的・効率的な支援の実施」というこの６本柱ということで

ございます。 
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 本文のほうでは、前文の中に今、申し上げたようなことを書かせていただいておりまして、実際の本

文中の個々の中小機構の主な業務のくくりに即しまして、今、申し上げた点を特にウエイトを置くよう

な形で書かせていただいてございます。 

 ポイントの紙の資料１の２ページ目、裏側のほうでございますけれども「成果目標と評価指標」とい

うふうに書かせていただいております。これは中期目標本文の、法律に基づく言葉で言いますと、「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」というのに対応するところでござ

いますけれども、ここではいわゆる成果目標、あるいはKPIの主なものを掲げさせていただいております。 

 枠の中でございますけれども、大きく３つのカテゴリーに分けてございます。 

 最初の（１）のところが、先ほど申し述べました政府の政策展開への貢献ということについて、特に

重要性の高い項目について、具体的な数値目標を掲げさせていただいております。 

 起業ファンド、中小企業成長ファンドについて、第３期中に50ファンド以上を新たに組成する。 

 Webマッチングシステムについては、中期目標期間の早期に3,000社以上を登録するということ。 

 海外展開に潜在力のある中小企業・小規模事業者について、3,000社以上を、これも中期目

標の早期の段階で3,000社以上発掘するということ。 

 それから、４番目の「○」でございますけれども、中小企業・小規模事業者向けの研修、あるいは

支援機関向けの研修。これらの全体の受講者については、第３期の中で12万人以上。 

 ５番目の「○」でございますが、２つの共済制度につきまして、小規模企業共済については43万

件、中小企業倒産防止共済については13万件以上の新規の加入を第３期中に果たすということ

を掲げさせていただいております。 

 冒頭、次長からのご挨拶の中にありましたように、この中の一部の項目ついてはもう少しまだ物足り

ないなというところがありまして、そこについては引き続き調整をしている部分がございます。 

 以上が（１）でございます。 

 （２）のカテゴリーは、支援先からのリアクション、あるいは支援先のパフォーマンスの達成度合いに

よって、それを中小機構の評価にも活用していくというような中身のものでございます。 

 １つ目、２つ目の「○」はつながっておりますけれども、専門家の派遣、相談・助言、インキュベーショ

ン事業及び中小企業大学校の研修事業という４項目の事業につきましては、一部のものについて

は事業開始前に目標を定めておりますので、その初期の目標が支援後に達成されること。あるいは、

事業化が実現すること。あるいは、その支援を受けた先からの評価として、中小機構の支援業務が

「役に立った」という評価を得ること。こういったことを全ての支援先から得るということを次期中期目標

期間の目標とするということでございます。 

 さらに年度計画におきましては、今、申し上げました最終的に全ての支援先からの評価を得ること

を目指しまして、毎年毎年不断の改善を行っていくというような形で、年度計画で具体的な数値目

標を立てていくということでございます。 

 ３つ目の「○」は、業績等のパフォーマンスを通じた評価でございます。 

 これは、より幅広く中小機構のさまざまな業務につきまして、それぞれ業務の性格に応じて新製品

やサービスの開発に成功したこと、あるいは新分野への進出を実現したこと、販路開拓を実現したこ
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と、海外展開を実現したこと、あるいは支援後における売上高、経常利益、従業員数等の指標が

支援前に比べてどのぐらい増加しているかといったことについて調査・分析を行って、そのマクロ的な指

標などとの比較を通じまして、事業評価に際して活用するというようなことが内容でございます。 

 （２）は以上でございます。 

 （３）は、もう一つ、地域支援機関等に対する中小機構の支援というのが非常に重要な意味を

持ってまいります。これは小規模事業者に光を当てて、政策遂行を行っていく上でも非常に重要なポ

イントでございますが、ここについては地域支援機関等の支援上の課題に関する相談・助言を行うこ

と、あるいは、優れた支援事例といったものを地域支援機関等に提供していくことなどを通じまして、

全国的な支援体制を強化するという役割を中小機構が果たしていくということが大事だと思っており

まして、そのことについて中期計画や年度計画において適切な指標を定めて、事業評価に際して活

用するということでございます。 

 以上が成果目標及びKPIに関連する内容でございます。 

 具体的な業務の中身については、本文の３ページの枠囲いのところは今の内容と同じでございます

が、４ページ目以降に具体的な業務に即した各論を掲げてございます。これは後ほどの中期計画の

ご説明とも重なると思いますので、ここでは割愛をさせていただきます。 

 最後は、ポイント紙の２ページ目の下のほうからでございますが、業務運営の効率化及び財務内

容の改善につきまして、重要なポイントだけちょっと抜き出して箇条書きにさせていただいております。こ

れも本文のほうでは８ページ目以降に、Ⅲ、Ⅳということで整理をしてございますので、必要に応じて

ご参照いただければと思いますけれども、上のほうからまいりますと、「顧客重視の業務運営」でござい

ます。それから、ITを活用した顧客へのアプローチといったことも特にハイライトをさせていただいておりま

す。 

 その次に「組織パフォーマンスの向上」でございます。これにつきましては、職員の適正な業績評価

制度や、柔軟な組織・人事の見直しというようなことを通じまして達成をしていくということでございま

す。 

 それから、３つ目の○でございますが、適切な評価等を踏まえました業務の改善。特に業務遂行

上の課題を早期に発見して対応していくという内容を書かせていただいております。また、新たなニー

ズに対応した業務や、より効果の見込まれる新たな手法での業務の実施というところに資源を集中

して、そうでないものについては改善または廃止をしていくというようなことを書かせていただいておりま

す。 

 ポイント紙の最後、３ページ目の上のほうでございますけれども「業務経費等の効率化・適正化」に

つきましては、運営費交付金を充当して行う業務につきまして、次期中期目標期間中、毎年度平

均で前年度比1.05％以上の効率化を図るといったような内容を書かせていただいてございます。 

 それから、契約の適正化、あるいは情報公開による透明性の確保といったことも記載させていただ

いております。内部統制の充実につきましても、記載をさせていただいております。 

 財務内容の改善に関する事項といたしましては、３点重要な点を書かせていただいておりますけれ

ども、小規企業共済の資産につきましては、安全かつ効率的な運用を行うということで、これは法律
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に基づきまして運用の基本方針というものを中小機構で定めておりますけれども、ここに掲げられてお

りますいわゆる基本ポートフォリオ、運用に係る資産の構成につきましては、外部有識者で構成する

委員会での評価・助言を受けまして、必要に応じ見直しも検討していくというような内容でございま

す。 

 ２番目が、中小機構の地方事務所とJETRO（日本貿易振興機構）の国内事務所との共用

化、あるいは近接化というものを進めていくという点でございます。 

 それから、最後でございますが、中小企業大学校の宿泊・研修施設等の保有資産については、利

用促進に向けた取り組みを実施し、施設の稼働率を向上させていくという内容。このあたりをポイント

として書かせていただいてございます。 

 とりあえず資料１と２、中期目標の案につきまして、ポイントは以上でございます。 

○加護野分科会長  まず、中期目標に関してでございます。皆さんのほうからご意見、ご質問ございま

したら、いかがでしょう。 

 どうぞ。 

○渡邊委員  この中身というよりも、いろいろと定量的・定性的な目標が示されているわけですけれども、

普通民間の会社ですとこれを細分化していくのです。ですから、会社の全体的な目標があって、各部

のほうに数値とかそういうのを全部落としていって、そして課まで落としていって、それを業績評価に結

びつけていくことをしているのですけれども、中小機構のほうではどのような形になっているのか、その辺の

ところを。 

 これは基本的な仕組みですね。ですから、例えばこの50ファンド以上とか起業ファンドの目標があり

ますね。これを部のほうに落とすのかなと思いますが、それを課まで落としていくのか。あるいは海外展

開の発掘3,000社以上というのも、これもどういうふうな形で部のほうに落としていくのか、あるいは課

のほうに落としていくのか。その辺のところをどうやってやられているのか、その辺だけちょっと。 

○加護野分科会長  これについて中小機構のほうから。 

○高田理事長  おっしゃるとおりだと思うのです。その辺まで、現時点で具体的な細分化といいますか、

それぞれの部署で何をやるのかという話もまだ決め切れていませんけれども、最終的にはおっしゃるよう

なことでやっていかなければいけないと思っています。今までどうしているかはとりあえず別としまして、具

体的にそれを細分化して、それぞれの部署でそれを実現するべく頑張るというような形に持っていきた

いと思っています。 

○渡邊委員  それは、だから業績評価まで結びついてはいないということ。 

○高田理事長  まだ現時点ではですね。とりあえず50ファンドであるとか、そういう大まかな目標で。 

○渡邊委員  ですから、例えば50ファンド以上やったからボーナスがちょっとよくなったとか、そういうような。 

○高田理事長  そういうのがあるといいですね。民間との違いはそこら辺のところだけですね。 

○渡邊委員  民間だとそれやりますものね。 

○高田理事長  ええ。それがないことがなかなかインセンティブの働かないというところがあります。 

○岸本理事  ちょっと補足をいたしますと、参考資料の４の中に、今、おっしゃったことについて閣議決定

がされておりまして、参考資料の４の５ページから「報酬・給与の見直し」という段があるのですが、７
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ページの（２）の１つ目の○です。参考資料４の７ページの（２）の１つ目の○の４行目に、 

  「現行制度下においても、各法人の判断で、年俸を含めた業績給など、事務・事業の特  

 性に応じたより柔軟な報酬・給与制度の導入が可能である。 

  しかしながら、現実には柔軟な報酬・給与制度の導入が進んでいないため、各法人に 

おいて業績給等の実施状況を公表させ、その導入を促進する。 

  また、職員表彰や賞与の一部を活用した報奨金制度の導入、成績不良者に対する厳正 

 な対応の実施など、信賞必罰の考え方の下、業績評価を反映する取組を実施することに 

 より、業績の向上や業務の効率化を促進する。」 

これは閣議決定されておりますので、この方針で取り組むということです。 

○加護野分科会長  恐らく、中期目標の具体的な目標への落とし込みというのは中期計画とかなりか

かわる部分がありますので、また次の中期計画のお話の後でもやりたいと思います。しかし、ここで中

期目標に限定するということですが、我々は中期目標を変える力はないのですね。中期目標はもう

与えられたもの。 

○三又参事官  いえ、その中期目標をまさに本日ご議論いただきご意見を伺うということです。 

○加護野分科会長 変えてもいいのですか。 

○三又参事官  はい。これは中期目標案でございますので、それをお諮りしているものでございます。 

○加護野分科会長  それで実際に３つの目標が具体的にはあるわけですが、まず第１の開廃業率を

米国・英国レベルまで引き上げるという目標でございますが、こんなことをしていいのですか。 

○横田次長  これは、実は安倍内閣で閣議決定をされたものです。 

○加護野分科会長  これを変えることはできない。 

○横田次長  ええ。それをどう実施するかということです。 

○加護野分科会長  しかし、これを実施してしまうと大変なことになりますよ。恐らく英国・米国というの

は企業の長寿企業の比率のかなり低い国でございまして、日本とかドイツとかフランスというのは長寿

企業の比率の高い国。日本の場合は、ただ単に企業というのは利益を得るための手段という英国・

米国流の考え方というのは非常に少なくて、やはり代々受け継ぐものというような考え方をしている企

業が多いのではないかと思うのです。そういうところで廃業率を英国・米国レベルにまで高めていくという

ことが本当によいことなのかどうかというのは、中小企業政策の具体的なところではかなり深く考えてい

かないとだめな問題なのではないかな。この前12月のときに佐藤委員もこの辺御指摘いただいたと思

いますが、ここは変えられないけれども、しかしこういう余り意味のない目標に関しては、ちょっと力抜い

て実現していくという。 

 それから、３番目の目標もそうなのです。2013年から５年間で新たに１万社の海外展開を行う。

下手にこれをやると、日本の国内の産地の空洞化というのを助長してしまう危険もあるわけです。 

 ２番目の目標は、私はそれなりに納得できるのです。黒字の中小企業・小規模企業を倍増。１

番目と３番目というのは、慎重に対応していったほうがいいのではないかという感じがするのですが、こ

の辺はどうでしょう。 

○横田次長  これはやはり高齢化社会とか女性の活用とか言われている中で、今、非正規社員の数
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が４割近くなっているとかで問題になっていますけれども、恐らくサラリーマンみたいな形で生計を立てる

方もいらっしゃれば、やはり非常に本当に小さいけれども自分の生きがいと絡めて企業活動を展開し

ていくという方は、非常に潜在的に多いと思うのです。それで、実際起業のしやすさの国際ランキング

みたいなものをとりますと、日本は非常に残念ながら全世界の中でも低位になっていますので、その辺

の環境をどう改善していくかということと絡みますけれども、まだまだ起業数は伸ばしていける余地があ

るのではないかと。特に地域の活性化みたいなことを考えますと非常に重要なのではないかなと我々

は思っているものですから、ぜひここも真剣に取り組んでいきたいと思っています。 

 あと、海外展開の１万社というのは、海外進出して工場を建てるとか店舗を置くとかいうだけではな

くて、新たに輸出をするとかいったことも含めて１万社ということですけれども、これも多くの分野で人口

減少に伴って国内のマーケットがどんどんシュリンクしていきますので、普通にやっていても商圏が小さく

なっていくという状況に全ての中小企業は直面しますので、ある意味活路を海外に見出しながら、海

外のマーケットを持つことによって国内でも存続できるという、これも差し迫った問題ではないかなと思っ

ていますので、こちらもぜひ一生懸命取り組んでいきたい課題だと思っております。 

○加護野分科会長  これは恐らく、我々としては輸出というところに重点を置いてやっていくということにな

れば、中小企業の空洞化というのを避けることができるという。そういう目標の重点の置き方という形

で上手に変えていける可能性がある。開廃業率も、廃業のほうは余り重視せずに、開業のほうを重

視していくという形で国の政策目標に貢献をしていくという、こういうことだと考えていいわけですね。 

○横田次長  廃業のほうもいろいろ経営者のアンケートをとりますと、非常に高齢になっていて、だけれど

も跡継ぎがいないというところもございますので、ここはやはりうまく事業引き継ぎみたいな形で、M&Aも

含めて事業をバトンタッチできればいいのですけれども、必ずしもそういうことがうまくいかない場合には、

事業を畳んでもある程度個人資産が残るようなタイミングでうまく廃業をサポートすべきではないかとい

う議論がございまして、そこもしっかり取り組んでいかなくてはいけない課題かなと思っています。 

 あと、海外進出も、例えば東南アジアに出ることによって、今までとれなかった国内の受注が、海外

から部材を持ってくることによって国内の受注もとれたみたいなケースもあるものですから、あながち全部

ですね。 

○加護野分科会長  輸出だけとは限らない。 

○横田次長  ええ。非常に国内の事業活動を活性化するような形の海外進出みたいなものもあるので

はないかなと思っています。 

○加護野分科会長  わかりました。 

 どうぞ。 

○杉浦委員  開業率・廃業率10％となっているのですけれども、これは新たにできた、業を興した人が

全体の事業所に対して10％という意味になるのですか。 

○横田次長  実は政府の10％というのは、社会保険事務所に新たに登録をした会社ということになっ

ておりまして、大体200万の事業者が雇用保険とか多くを収めているわけですけれども、今まで起業

したけれども、新たに従業員を雇って雇用保険を納めますみたいなところが今、大体年間10万社弱

ございます。したがって、200分の10で５％ぐらいの開業率になっております。そういった意味では、私
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どもも創業補助金とかいろいろな仕組みで起業を促進していますけれども、そのうち従業員を雇うよう

になるところというのはまたその中のわずかなところになってきますので、そういった意味では10％を我々

中小機構の力だけではなかなか難しいところもございますので、まずそのベースになるような新規創業

みたいなものを増やしていくということに努力していければなと思っております。 

○杉浦委員  では、これは同じように廃業率も10％なのですか。 

○横田次長  そうです。ですから、それは多分社会保険事務所の数値ですので、雇用をやめてしまった

ら廃業になると思います。 

○加護野分科会長  廃業データは、ちょっと違う基準であるのではないかと思います。 

○横田次長  済みません、確認します。２時間ありますので、この会議が終わるころにはご説明させてい

ただきます。 

○杉浦委員  これは開業率を上げて、廃業率はなるべく小さくしようということでしょう。 

○横田次長  今までの開廃業率の統計を見てみますと、開業率が高いときには廃業率も高い。開業

率が低いときには廃業率も低いということで大体連動してきておりまして、新規創業してうまくいく歩留

まりみたいなものを考えますと、やはり失敗される方もいらっしゃるので、必然的に廃業率も増えてくると

いう傾向がございます。 

 もう一方で、先ほど非常に経営者が高齢化してしまって、スムーズに事業を終えたいというニーズも

ありますので、そういったところを支援することによって、結果的に廃業率も高まってくると思います。廃

業を促進するみたいな形でちょっと変な印象もありますけれども、いいタイミングで本当にやめないと、

身ぐるみ財産を持っていかれるみたいなことにもなりかねませんので、そういった意味では、ちゃんと従業

員に退職金も出して、自分の資産も残るような形で、いいタイミングでやめるなり事業引き継ぎをする

ということは大きな課題なのかなと思っております。 

○杉浦委員  ちょっと目標としてひっかかるのは、開業率も10％、廃業率も10％という目標を出すのは

ちょっとひっかかりますね。開業率10％、廃業率５％とかね。 

○横田次長  今、開業率が4.5％で廃業率が3.9%ぐらいです、以前は開業率が廃業率を下回って

いるような時代がありましたので、開業率を廃業率より高めようということをやってきておりましたので、

当然開業率は廃業率より高い数字を維持しながら、より活発な起業を促すとか、円滑な退出を促

すということに取り組んでいくと私どもは理解をしております。 

○杉浦委員  データを見ると、開業率は一番が高いときで７％ぐらいですね。この10％という目標は高

過ぎるのではないかなと思うのです。目標が高いのはいいのですけれどもね。 

○横田次長  ただ、分野ごとに見ますと、例えば農林水産業とかは今11％とかなり高い数字になってお

りまして、このままだんだん農業生産法人の規制緩和みたいなことで新規に参入しやすくなったという

ようなことは聞いておりますし、地域別に見ましても、たしか沖縄が非常に高い数字でございますので、

それぞれ業種別、あるいは地域別のいろいろな状況を見ながら、全体を何とか高めていけるのではな

いかと考えております。 

○渡辺課長  廃業率のカウントは、本当は同じく厚生労働省の雇用保険事業年報ベースですので、

雇用保険の支払いをやめた時点で廃業カウントということに、再興戦略の数字上は整理をされてい
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ます。 

○横田次長  だから、事業をやめていないけれども雇用をやめた時点で、この統計上は廃業になってしま

うということですね。 

○加護野分科会長  徐々に中期計画の中身にかかわる議論になってまいりましたので、この辺で中小

機構のほうから中期計画についてご説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○高田理事長  最初に私のほうから概論というか、就任してから今までのいろいろな印象を含めまして申

し上げましてから、具体的な説明を岸本のほうからさせていただきます。 

 一昨年の７月に理事長に就任したわけでありますけれども、この１年７カ月の間に、必ずしも十分

とは言えませんが、いろいろなお客様との懇談会でありますとか、あるいは関係する人たちとのお話し合

いだとか、さまざまな機会を通じまして中小企業・小規模事業者の皆様、あるいはそれ以外の皆様

方の要望もお聞きしてまいりました。 

 そこで感じたことを申し上げますと、まず当中小機構は、お客様の期待に十分応えているのだろうか

ということ。あるいはもっと多くのお客様に支援の手を差し伸べるような基盤の整備ということが必要な

のではないかというようなこと。それから、単純に民間での経験とのギャップがかなりあるなということで、

戸惑いを感じてきたわけです。 

 例えば、お客様に対して待ちの姿勢で我々はやっているということです。そもそも「お客様」という言

葉が存在しているのかという話。この表現上も「顧客」というような表現でありますけれども、私の中で

「お客様」と「顧客」というのは違うなという感じがしていまして、ちょっとまだ我々の計画の中の言葉も

「顧客」になっておりますけれども、この辺も修正しなければいけないと思っています。 

 それから、中小機構はもともと、そうは言いながら大変意義深い、そして大変よい事業をやっていると

私は思っていまして、それをぜひ全国の400万、まあ385万ということになりましたが、その385万の中

小企業・小規模事業者の皆様の、一体何パーセントぐらいに知っていただいているのだろうかと。要す

るに、いい事業をやっているにもかかわらず知っていただいていないという自体が、どうもこの辺のところが

民間の感覚で言いますとこれは変だと。マーケティングのマの字が全くできていないという感覚です。 

 私しょっちゅう使っているのですけれども、知られていないということは、知らない人にとっては全く存在

していないことと同じことでありますから、ぜひ利用していただくお客様に知っていただく努力を、もっともっ

としなければいけないのではないかと思っていました。 

 サービスを提供させていただく私ども機構はお客様のことをもっと知らなくてはいけない。そうしないと、

適切なサービスを必要と考えているお客様に届けられないという問題もあるなという感じを持っていまし

た。 

 そういったことで、第３期中期計画の策定に当たっては、まず、お客様からの期待と信頼にお応えし

てまいりたいという思いを、中小機構の業務に取り組むための基本姿勢という形で明記することにいた

しました。 

 また、第３期中期目標期間における中小機構の役割についてでございますけれども、国の３つの

政策課題への対応に貢献することを最重要目標といたしました。これは先ほどの中企庁からの説明

のとおりでありまして、当機構に与えられた使命であるということと考えています。 
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 繰り返しになりますけれども、１つ目は、東日本大震災からの復興への貢献であり、２つ目は、日

本再興戦略の目標達成への貢献であり、３つ目は、小規模事業者へ焦点を当てた政策展開への

貢献であります。いずれの政策課題につきましても、中小機構は国の唯一の総合的な実施機関とし

て全力での貢献が求められているということと理解しております。これらにしっかりと取り組みまして、事

業成果を適切に評価し、改善・見直しを図って、いわゆるPDCAをしっかりやって、国の政策目標の

達成に貢献するよう努めてまいりたいと決意しておるところであります。また、その過程で新たな施策や

評価する業務、あるいは新たな評価指標の導入など、必要な新しい取り組みを積極的に実施して

いきたいと思っています。 

 本日、ご審議いただく中期計画は、従来のやり方にとらわれずに、お客様のためにしっかりと貢献し

ていく、国の政策目標の達成に向けて確実に業務を遂行するという当機構の立ち位置を体現する

ものでありたいと考えています。委員の皆様方には、大所高所から、また専門的なお立場から忌憚の

ないご意見、あるいはご指導を賜れればありがたく存じます。よろしくお願い申し上げます。 

 では、岸本理事から、詳細につきまして説明申し上げます。 

○岸本理事  では、私のほうから資料の３、資料の４及び席上に配付をさせていただいておりますけれ

ども、第３期中期目標・中期計画における過去の分科会の意見及び、これは前回の分科会で予

定稿ということでごらんいただきました総務省から出された勧告。それから、先ほど人件費について説

明申し上げましたけれども、年末、独法のあり方について閣議決定がされておりますので、そうしたもの

の反映状況を整理した資料がございますので、以上を使って御説明をさせていただきます。 

 まず、資料の４をごらんいただきたいと思いますが、今回は中期論の前文を起こしております。 

 主文は、３期中期目標を受けて「中小企業・小規模事業者対策に改善を尽くす」ということでご

ざいます。 

 「機構は、お客様により質の高いサービスを提供し、お客様の成長を支援し、地域の発展と日本

経済の活力の維持・強化に貢献する。前例にとらわれず、常に柔軟な発想を保ち、お客様の期待

と信頼に応えることを第一として、中小企業・小規模事業者への支援に誇りを持って取り組んでい

く」というふうに記載をいたしました。 

 その上で、業務に取り組む３つの基本姿勢といたしまして３点です。 

 【尽くす】 

  お客さまが知らないことはお客様のせいではない。お客様にどのようにお伝えするか、 お役に立て

るか。お客様の声に耳を傾け、感じ、考える。我々は、お客様に全力で尽く 

 す。 

 【行動する】 

  ひとりひとりの行動の積み重ねが、お客様のお役にたつ結果につながる。お客様を思 

 い、ひたむきに、誠意と熱意をもって行動する。 

 【改善する】 

  お客様はもとより、お客様をとりまく全てのものは絶えず変化する。自己を磨き、その変化が、新たな

成長と発展の源泉であると信じて改善を続ける。 
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この３点をお伝えしています。 

 その後の「機構に求められる役割と取組」につきましては、中期目標を受けて記載をしておりますの

で説明は簡単にいたしたいと思いますけれども、２ページ目の７行目に、機構の役割を２点に集約

をしております。 

 １点目は、創業から企業の成長・発展、事業再生までを総合的に支援するという役割でございま

す。 

 ２点目は、地域の商工会、商工会議所等の中小企業支援機関、地域金融機関、あるいは認

定・経営革新等支援機関等の「地域の支援機関」というふうに今回呼んでおりますけれども、こうい

う地域支援機関等の支援機能及び能力の向上・強化を支援する役割。これを機構の車の両輪と

して業務を遂行するという設定にしてあります。 

 それから政策課題の、特に小規模事業者につきましては、従来機構が小規模事業者について踏

み込んだ目標設定をしたことはございませんけれども、第３期中期計画においては、全国で334万と

いう多数の小規模事業者に焦点を当てた政策展開が基本政策に位置づけられていることを踏まえ、

機構は、①機構と地域支援機関等とのより一層の連携を進めるとともに、小規模事業者に対する

全国的な支援体制を強化するための機能を担うことで、小規模事業者の経営課題に即応した切

れ目のない、シームレスな支援体制を構築するということ。 

 ２点目は、特に小規模事業者の方は、情報不足となかなか会社を離れられないという事情がお

ありですので、小規模事業者へ支援施策等の情報をきめ細かく届け、周知する仕組みづくりと認知

度向上の取り組みを推進する。この２点に重点を置くこととしております。 

 そのためのツールとしましては、その下に書いておりますけれども、地域支援機関等とのより一層の連

携・協働の強化を通じた周知活動、ITの徹底活用ということを重点に置く予定でございます。 

 その下の（２）です。これは分科会で御議論いただいた点ですが、政策実施機関の使命として、

機構の支援先をモデルケースとして、支援事例等の情報提供、あるいは研修でのケーススタディー教

材などに活用して、助言・支援業務について支援機関全体の底上げを図るということと、みずからは、

より難度が高くより専門性の高い助言・支援業務に重点化する。 

 その下ですけれども、既存の支援施策の枠組みにとらわれない新たな支援策を果断に検討・試行

し、国の新たな施策立案に貢献するという使命を記載をしてあります。 

 ３点目が、PDCA、評価にかかわることでございますが、国の政策への貢献度を評価するために、

支援先の具体的成果をみずから調査・分析する。これは従来こういう方針は必ずしもとっておりませ

んというのを、第３期中期計画で、みずから調査・分析するという任務を課すことにしております。 

 また、支援先の目標達成状況、事業化、役立ち度等については、全ての支援先が目標達成、

事業化することなどを目標とし、従来、これらについて中期計画で目標を設定したこともありますけれ

ども、こうしたことについては、むしろ毎年度策定する年度計画において、過年度の実績に基づいて

具体的な数値目標を設定するという方式に改めたいと考えております。 

 あわせて、支援政策の周知、認知度向上については「それを必要とする全ての中小企業・小規模

事業者に必要な情報が認知されるようにする」と。情報提供については踏み込んだ目標を設定して
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おります。 

 （４）の６項目については、夏以来特段変わっておりませんので説明は省略したいと思います。し

かし⑥の「～ITを活用した支援インフラの整備と情報発信力の強化～」については、検討がある程

度進みましたので、３項目書いております。 

 １点目は、支援先やすぐれた技術・製品を持つ企業情報の収集、蓄積を行う企業データベースを

構築する。これは、機構内部での情報共有を主たる目的としたものでございます。 

 ２点目は、Webマッチングシステムを構築し、中小企業、あるいは小規模事業者と大企業、ある

いは海外企業とのマッチングを行う仕組みづくりを行い、支援先を量的に拡大するとともに、支援の

成果も向上させるということであります。 

 ３点目は、企業のデータベースでございますけれども、地域の支援機関と連携・協働して構築し、

支援施策の周知、あるいは認知度の向上に使いますとともに、その運営に当たっては、国の支援ポ

ータルサイトである「ミラサポ」と連携をする、あるいはフェイスブック、ツイッターといったSNSを活用すると

いうことを記載してございます。 

 その上で、中期計画の中身でございますけれども、５ページ以降です。これは12月にご覧いただい

たものと骨子は変わっておりませんので、一旦12ページに飛ばせていただきたいと思います。 

 12ページ～15ページまでの「業務運営の効率化」につきましては、昨年12月24日の閣議決定で、

先ほど申し上げた業績給の導入・促進を初めとして、業務の効率化について政府の方針も新たに

決まっておりますので、それを反映した内容となっております。 

 「機構・分科会の御意見等の反映状況」という２枚紙をご覧いただきたいと思いますけれども、めく

っていただきまして、全体で17項目ありますが、９項目目、インターネットを活用した支援業務の強

化ということでして、これは本文で言いますと12ページの②になりますが、ITの活用により顧客へのアプ

ローチを強めるということと、インターネットを活用した施策の周知、あるいは施策の利用促進について

記載をしてございます。 

 それから、２つ飛びまして12番、14ページをごらんいただきたいと思いますけれども、３．の①でござ

いますが、業務の効率化については中期目標について的確に対応するということと、人件費の総額、

あるいは給与の支給基準については、閣議決定に即して対応する。 

 １つ飛びまして、インキュベーション施設、あるいは大学校の授業料についてですけれども、受益者

負担の見直しに努め、自己収入の確保を図るということを、第３期中期計画中の目標に掲げてご

ざいます。 

 それから、１つ飛んで④番「内部統制の充実等」ですが、内部統制については、前回の分科会で

御説明しましたように、総務省のほうから内部統制のガイドラインが出ておりますので、それに準拠して

内部統制の充実を図るということが基本でございますけれども、15ページの上から３つ目の「・」ですが、

機構の独自の方針として「コンプライアンスへの対応は単に法令遵守にとどまらず、広くステークホルダ

ーとの関係において社会的使命を果たす。機構役職員は、法令・社会理念はもとより、機構の基

本理念・経営方針に基づき積極的に行動・実践する」。これは冒頭の前文に書きましたお客様に

対する姿勢も含めて、内部統制でしっかりと充実をさせるという趣旨の記載でございます。 
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 次に、財務の関係。Ⅲでございますけれども、１点目は小規模共済の資産運用についてでありま

す。先ほど三又参事官からも言及がございましたが、小規模共済の資産の運用について、共済金の

給付を将来にわたり確実に行えるよう「運用の基本方針」、これは既に定まったものがございますので、

これに沿って運用を行う。この運用状況については、基本ポートフォリオの効率性、自家運用資産及

び委託運用資産に係る収益率等について、みずからの評価あるいは専門家の検証・評価を受け、

資産運用委員会に報告し、評価を受ける。運用の基本方針や基本ポートフォリオ、繰越欠損金の

削減計画などについて、必要があれば見直しをするというふうに記載をいたしてございます。 

 次、16ページでございますけれども、第１期中期計画、第２期中期計画で、高度化事業の不良

債権の課題に取り組んでまいりましたが、今後の債権回収については「機構と都道府県の責任の所

在を明確にした上で、機構は専門家の派遣等により債権回収に積極的に関与する。併せて、融

資先の返済能力を踏まえた償還可能性について確実な審査を行い、新たな不良債権の発生の抑

制を図る」というふうに記載をしております。 

 16ページの２．の「保有資産の見直し等」ですが、何点か御紹介を申し上げますと、１点目が

JETROとの関係でございまして、機構には地域本部と大学校がございますけれども、こうした地方事

務所とJETROの国内事務所について、共用化または近接化を推進するというふうに明記をしていま

す。最近の例を申し上げますと、１月に、JETROの大阪の事務所と機構の近畿本部が、同じビル

の27階ないし29階に近接化するということを取り組みの第１弾として実施したところでございます。 

 ２点目は、全国に４カ所あります中心市街地都市型産業基盤施設について、地方公共団体

等への売却または移管をするということを書いてございます。 

 ３点目は、大学校についてですけれども、大学校は全部で９校ございますが、宿泊・研修施設に

ついて利用促進を図り、施設の稼働率を向上するということを目標に明記をいたしております。 

 ４点目は、国庫からの出資金の国庫返納について、25年度で終了する第2期中期目標におい

ては2,000億という目標が設定されておりますが、そのうち第３期中期計画では、まず300億円を、

例えば３年間の分割にする等で国庫を返納する。残った額については、今後、毎年度政府内の検

討を行っていくということを書いてございます。 

 次は、Ⅳの予算収支計画、資金計画ですが、20ページをごご覧いただきたいと思います。御案内

のとおり機構には８つの勘定（第３期からは６つの勘定）がありまして、資料が36ページまで最後

のものになっておりますけれども、一般勘定を例に御説明を申し上げますと、人件費の見積りは法制

された記載事項でございまして、一般勘定については、５年間で362億9,900万支出がありました。

これは25年度までの第２期中期計画における人件費の推移状況を前提としまして、アベノミクスが

志向している２％の物価上昇に見合って２％のベースアップが行われ、かつ専門職員を30名程度

増員するという前提で計算したものを入れてございます。 

 また、交付金については、毎年度の交付金の額は国の予算編成で決まるものでございますので、こ

こでは第３期中期目標期間中の業務について、おおむね25年度、本年度と同程度で推移すると

いう前提で機械的に算出したものを記載してございます。 

 18ページのその他業務運営に関する事項の中に、２番としまして、人事に関する人員及び人件
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費の効率化目標がございますが、ここについては、こういう書き方は初めてございますけれども、第３期

中期計画の業務の実施に必要な人員を配置するということで、今後検討していくということにしており

ますが、このことについては、昨年12月24日の閣議決定でも、各独立行政法人ごとに主務大臣と

よく協議をして、必要な人件費を計上するという考え方に変わっておりますので、そうした閣議決定の

方針を踏まえた記載でございます。 

 ちなみに、現在の職員数について御説明をさせていただきますと、本年２月１日現在で、職員が

777名、うち任期付職員が64名・専門職員が５名、このほか非常勤嘱託が294名、派遣社員が

193名。派遣を除きますと1,071名、派遣を含めますと1,264名が勤務をしております。このほか外

部専門家としまして、常設の専門家が212名、登録専門家3,844名、これは昨年9月末現在で

ございますけれども、合わせて4,000名強の専門家が登録ないしは稼働しているという状況にござい

ます。 

 最後に、数値目標について御説明をさせていただきたいと思います。 

 中期目標で設定された目標については、中期計画においてもこれを踏襲しておりますが、中期計

画で独自に設定している目標も幾つかございます。 

 一例は、９ページの（２）①、②でございますけれども、相談・助言、あるいは研修については従

来役立ち度という指標を使っておりましたが、第３期中期計画では、全ての利用者から助言、ある

いは研修が「役に立った」「また利用したい」と、要するに100％という目標にしまして、これは実際には

そうはならないと思っておりますけれども、それに１％でも近づくような業務運営をするという前提で記

載をしております。 

 それから、自然災害について11ページですが、大規模な自然災害は常に予期せぬ事態として発

生をいたしますけれども、そうした場合には機構の知見とノウハウを結集し、中小企業・小規模事業

者等への支援を果断に行うということを明記しております。 

 １つ飛びまして再生ファンドですけれども、再生ファンドについては投資先企業が全て存続するという

目標を記しております。 

 そのほかに中期目標を含めてございますけれども、海外展開支援について、現在なるべく早く

3,000社を発掘するという発掘の目標だけにとどめておりますが、これに実現を加えるかどうかでありま

すとか、研修の実施人数について、現在12万人としておりますが、もう少し上積みは可能かどうかで

あるとか、小規模共済についての目標であるとか、幾つかまだ検討が終了していないものがございます

ので、それらの数値についてはできるだけ早く確定をさせたいと思っています。 

 以上です。 

○加護野分科会長  ありがとうございました。 

 中期計画についてもお話しいただいたのですが、今の議論の続きで皆さんのほうからご意見ございま

したら。 

 まず、中期目標に関しては、この３つの目標というのは我々の力ではどうしようもなくて、これは与え

られたものと考えるしかない。しかし、恐らくこれは、今までの中小機構の考え方とは随分違う部分が

あると思うのです。今までは、やはり事業を存続させたい、発展させたいという人々を支援してきた。と
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ころが、廃業率を高めるなんていうのはそろそろやめたいと思っている人々を上手に発掘したり、上手

にやめさせてあげるということもしていかないとだめだと。それは決して容易なことではないと思うのですが、

これもやはり中期目標の中に入れていくのですか。 

○岸本理事  現に廃業したい方が廃業できないという現実もあるわけでして、その一つの大きな要因と

して個人保証の問題があったりしますので、今回、産業競争力強化法を受けて、従来再生の全国

本部があったところに事業引き継ぎの全国本部を結合させますけれども、この全国本部では、個人

保証ガイドラインを各経営者の方にうまく使っていただくということについてもサポートをすることにしてお

りまして、これは廃業率を高めることが目的がどうかはわかりませんけれども、廃業したいと考えている方

が廃業できることはお手伝いするということではないかと思っています。 

○加護野分科会長   恐らく、この中期目標を考えていくときに、M&Aも廃業の一種だというふうに目

標設定してあげないといけないのではないかという感じがするのですが、この辺もどうですか。 

○岸本理事   数値目標としてそのように記載は現在しておりませんけれども、事業引継ぎセンターの全

国本部が担う大きな役割は、従来マーケットでは成立していない小さい規模の企業のM&Aを地域

の中で、あるいは外の方とうまくつなぐということも当然主な任務として考えておりますので、数値目標

としては設定しておりませんが、そうしたことは当然の業務だと考えます。 

○高田理事長  あるいは今のお話にかかわることですけれども、例えばある業界で、具体的には例えば

映像の制作をする業界がございますね。その業界は、いわゆる１人、２人でやっているとかそういうふ

うにやっている会社がたくさんあるのです。ところが、これはいわゆるリーダー、会社社長がもう年をとって

実は赤字で、とてもじゃないけれどもこれは存続をできないと。そういうことですが、何とか生き延びてい

るというような会社がいっぱいあるのです。そういうものを、今、会社全体でまとめていこうよというような

動きがあったりしまして、そこについて我々積極的にお手伝いしていきますというような話を今、ちょっと

そんな話もしていますけれども、そういうあたりは積極的にやはりやっていきたいですね。 

○加護野分科会長  わかりました。恐らくその辺の目標の設定に関しては、ある程度中小機構で判断

できるわけですね。そこを上手にしていただくということですね。 

○岸本理事  特に事業引継ぎセンターについては、そのセンター自身の運営は、機構はあくまで全国本

部でして、国の施策として実施がされると思っておりますので、そちらの目標について中期計画で記載

することは少しなじまないのではないかと思いますが、全国本部がこういうことをするべきだとか、こういう

目標を置くということについては、各年度の計画あるいは機構内部の経営計画の中で位置づけること

が可能かと思います。 

○加護野分科会長  それと、開廃業率目標というのがございますが、これは日本の開廃業率のデータと、

イギリス、アメリカのデータというのは同じようにはかられていると考えていいのですか。 

○横田次長  違う統計ですけれども、基本的にベース、考え方は一緒のもので比較をしております。 

○加護野分科会長  実際に、例えば日本でも開業率を見るときに、社会保険のデータで見るほうがい

いのか、それとも電話帳、イエローページの新しく追加になった分で見たほうがいいのかという部分に関

してやはりかなり議論があるのではないかなと思う。恐らくアメリ、イギリスの場合はどういうデータで計ら

れているのか。やはりこれをきっちりと、データを揃えないと、アメリカ、イギリス並みということの意味は出
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てこない可能性がある。考え方は一緒だと思っても、具体的にどう測定するかの方法がかなり違う可

能性があると思いますので、ここをぜひきっちりとチェックしていただいた上で目標をそろえるということをや

っていかないと、かなり無理な目標ということになってしまう可能性もあるのではないかなと思います。ど

れを測定するかによって、一気に目標達成されてしまうなんていうおかしなことも起こってしまう可能性

もある。 

○杉浦委員  米国、英国は10％も開業率があるのですか。ちょっと信じられない感じがします。 

○加護野分科会長  恐らく、英国の場合はひょっとしたらM&Aで売ったところも廃業という、そういうよう

なデータのとり方をしている可能性もあるのですね。 

○横田次長   イギリスは、たしかサッチャー政権のときに、失業されている方が創業するときに将来受け

取るべき雇用保険みたいなものをまとめて一時金の形で渡すような制度をつくったことで非常に開業

が高まったといったような分析がございまして、同じようなことができるのかどうかというのは厚労省の世

界ですけれども、ぜひ検討をしていきたいなと考えています。 

○岸本理事  先生、よろしいですか。 

○加護野分科会長  どうぞ。 

○岸本理事  事実の問題として申し上げますと、中期計画の中で創業に関係する記述は複数箇所

ありますけれども、開業率が10％であるとか、廃業率が10％であるとかいうことを仮に前提として機構

のほうで数値目標を置いているかというと、この案では置いておりませんので、具体的に年度計画、あ

るいは経営計画でどう書くかということはある意味自由度がある状態でお諮りしているということです。 

○加護野分科会長  恐らく、それを上手に目標に設定し直すということはあるわけであります。ここをどう

上手にしていくかということに関しては、この委員会並びに中小機構がある程度柔軟性を持って考え

ていいわけですね。 

○岸本理事  当然年度計画自身は、作成して主務大臣に届け出るとともに公開いたしますし、年度

計画の実施状況が毎年度の評価の基本であると思っておりますので、年度計画の定め方を含めて

評価委員会で御議論いただけるものと考えております。 

○横田次長  これは中小企業庁のほうも同じでございまして、政府全体としては開廃業率倍増なので

すけれども、それは中小企業庁だけで達成できるものでもございません。先ほどご紹介した小規模企

業振興基本法が制定された後で、大体５年間の基本計画というのを策定することになると思います。

その中には恐らく創業についての目標みたいなものも書くことになると思いますけれども、そこでは恐らく

また違った、我々でできる貢献みたいなものを目標として掲げて、中小機構とも連携してやっていくとい

うことになると思います。 

○渡邊委員  要するに、中小機構としては、ここに書いてある経営相談とか支援とかその辺が創業に対

しての目標になるわけでしょう。要するに、ベンチャーの支援による新事業の創出という施策が中小機

構としての役割だということで、10％というのはどこにもこれに書いていないですね。 

○岸本理事  さっきおっしゃった10％を割りつけるということについてもです。 

○渡邊委員  私なんかは個人的に思うと、やる気のある若者が創業しようなんていう雰囲気が日本に

ないのだね。例えば上場した、それに対しての創業的な恩典があるかというとほとんどない。あるいは
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M&Aで、ある程度中規模のところが、どこかの会社に売ってしまったと。でもこれは総合課税でやられ

るわけであって、ベンチャーとしての支援というのが、そういうものが余りないから、金持ちになるのがいい

かどうかはわからないですけれども、とにかくやる気のある人、俺は金持ちになりたいなんていう人が、IT

関係からでもスピンアウトしてある程度やるというのがね。そのような気概のある人の受け皿となって、あ

る程度の税制的な恩典というのがないと、なかなかみんな難しい。今は特に寄らば大樹です。会社の

中で60歳（定年）まで勤めた後、なかなかそういうベンチャーをやるというのは難しい。だから、政府と

しては何かパンチのきいた施策というのをぜひお願いしたい。やる気のある若者が、とにかく会社をスピン

アウトしてでも新しい会社をつくるぞというアメリカ的な環境というのをつくってもらわないと、なかなかこの

10％の目標というのは出てこないのではないかと私は思います。 

○加護野分科会長  荒牧さん。 

○荒牧委員  さっきちょっとM&Aとかの話も出ていたのですけれども、今、２つ疑問があって、例えば事業

承継、事業引継ぎなんかを他方で進めているわけなのですが、１つの会社の事業をこちらに承継す

るときに、こちらのほうは、例えば消滅してしまえば廃業にカウントされます。だけれども、こちらは全部

吸収合併したとしても開業率には加わらないのですね。その辺のアンバランスが一つ。 

 あと、同じM&Aをやるのでも、ちょっと細かい話になりますけれども、例えば新設分割で新たな法人

をつくって、その株式譲渡みたいなスキームを使えば廃業と開業になるのです。だけれども、そのまま吸

収合併すると、廃業だけで開業にはカウントされない。だから、同じ効果をやるのにスキームによってい

ろいろ考え方が変わる。だから、私なんかの立場だと、言ってもしようがないのですけれども、雇用関係

で率が出るとかというのがものすごく違和感があるのです。それによって数値が捉えられるというのは、一

つの重点目標である事業再生とか事業引継ぎとかいったものとややコンフリクトしてしまう面があるなと

思います。 

○加護野分科会長  非常に難しいことなのですね。今の開業というのは、雇用保険のデータをもとにす

る限り、人を雇わないと開業にならないのです。ところが、実際に一番開業として確実なのは、夫婦

２人でやる。それで奥さんの人件費は利益が出れば払うというこういう形にしておけば、非常にリスク

に対する耐性が強くて、大体私の身近なところでパン屋さんとかケーキ屋さんが開業するのを見てみた

ら、初めは２人だけでやっているのです。実際にこういう人々が人を雇うところまでいくというのは、かなり

成功したところだけに限られてしまうということを考えれば、もうちょっとデータのとり方を工夫してもいいの

ではないか。 

 イギリスはどうなのですか。そこまでちゃんと見ているのですかね。これを社会保険のデータでやっている

のですか。 

○渡邊課長  あえてお答えしますと、OECDでも各国の開業率を比較するときには、雇用というのはやは

り一つのポイントに比較をしている例が多くて、アメリカの10％という数字も有雇用者数の数を数えた

ものを統計と比較したり、イギリスの場合は、有雇用者数プラス売上高を立てているという企業が入

ってしまっているので数字のベースは違いますけれども、いずれにしてもこれは成長戦略上の目標で、

経済センサスとか雇用を必ずしもカウントしないベースで開業率を比較しても、開業率が2.6％になっ

たりということで低いということについては変わらなくて、それを上げていかなければいけないというベクトル
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の中で、中小機構がどういう事業に取り組むか。中小機構の事業だけで10％を達成するとかそうい

うことではないので、方向として10％というのをとらえていただいた上で、それをどう上げていくかということ

を、中小機構の中期計画の中でどう達成していくかということを議論していただくということだと思いま

す。 

○荒牧委員  １人で創業した場合というのは、結局経営者は１人です。そうすると、雇用保険は払わ

ないですね。そうするとどうなるのですか。 

○横田次長  そうすると、今の開廃業率上は何の効果もない。 

○荒牧委員  カウントされないですね。 

○横田次長  カウントされないということにはなります。 

○荒牧委員  そうすると、一生懸命、例えば登録免許税を軽減したりして新しい会社の設立を促して

いる努力が全然反映されない部分がかなりあるというのは、結構もったいないですね。せっかくいろいろ

な支援をされているのに。 

○横田次長  成長戦略上の開廃業率倍増の数字には反映されませんけれども、ただ、従業員を伴わ

ないような創業、起業というのも中小企業庁、中小機構のほうは意味があると思っておりますので、そ

れは、我々は我々なりのベンチマークをつくりながら取り組んでいきたいと思っています。 

○高田理事長  創業補助金の適用は、別に雇用がなければいけないというのはないのでしょう。 

○横田次長  ないです。 

○加護野分科会長  フランチャイズを始めるというのも創業にカウントされるのですね。その辺の目標をど

う具体的な中期目標に落とし込むかということが、中期計画の一番大きな鍵になっているということで

すね。 

○岸本理事  その点については今、３月までにどうするというよりは、今度の国会に小規模企業の新し

い基本法が上程されるわけですけれども、その法案が成立をして、さっき横田次長がおっしゃった計画

が策定された段階で、中期計画にどう位置づけるかをお諮りするのがよろしいのではないかと思いま

す。 

○加護野分科会長  今の段階ではまだ決められない。 

○岸本理事  のではないかと思います。 

○加護野分科会長  わかりました。 

 黒字企業を倍増させるという目標というのは何か納得できるような目標であるように思うのですが、

倍増させるということになったら、それは具体的には何社ぐらいつくらなければいけないのですか。 

○横田次長  現在70万社を140万社ということですので、新たに70万社増やすということになります。 

○加護野分科会長  70万社ね。限られた年数のうちにこれだけ増やそうと思うと大変なことだと思いま

す。 

○横田次長  これは中小企業対策もあります。そもそも景気を好くするとかそういう政策が非常に大き

なところでございますので、政府全体で取り組む中で、我々もこの中で言いますと、新たな販路開拓

をするとか新分野の進出をするとか、そういった面でのお手伝いをしていくということになると思います。 

○加護野分科会長  ただ、非常に難しいのは、相続税を考えれば余り収益を上げないほうが得である
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というような考え方をされている企業というのもあるわけですから、一方で相続税を上げるということをし

ておいて黒字化しろというのは、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるという感じもしなくもない。 

○横田次長  ただ、前回の分科会でも議論になりましたけれども、相続税の評価方法でいうと、純資

産方式、類似業種比準方式がございますけれどもね。 

○渡邊委員  普通、中小企業はほとんど純資産じゃないの。 

○横田次長  類似業種比準方式は利益の割合を60％にしてしまったのでしたっけ。 

○渡邊委員  ほとんど純資産になってしまうでしょうね。類似では来ないでしょうね。 

○横田次長  配当と利益と純資産で、確かにそうですね。利益が上がると結構きいてくるのですね。 

○渡邊委員  中小企業の経営者だったら、むしろ相続税だったら借入れを起こしてどこかからやって何か

事業をもう一つ興すとか、あるいは余り利益出さないような方法を必死になってみんな考えるのではな

いですか。 

○杉浦委員  人が雇えて金融がついてくれば、相続を考えると利益は出さないほうがいいですよ。 

○横田次長  少し成長戦略の目標のほうに御意見がフォーカスをされてしまった感じがございますので、

あくまでそれを踏まえて中小機構の中期目標なり中期計画をつくっているということで、そちらのほうに

もしご意見ございましたらお聞かせいただければと思いますが、いかがでございましょうか。 

○加護野分科会長  開業促進のほうの目標というのはわかるのですが、廃業促進の目標というのは余

りはっきり見えてこない。それにかかわるような具体的目標は見えてこない。実際に事業をおりたいと考

えている人々をどれだけ発掘できるか。それもやめさせるという方向ではなくて、上手にM&Aに持ってい

ってあげるということならある程度はできると思います。 

○岸本理事  そこは繰り返しになるのですけれども、事業引継ぎセンター自身は中小機構の事業ではご

ざいませんで、機構はあくまで全国本部という助言の機能のほうになりますので、数値目標を中期計

画に書くのはちょっとなじまないのかなという。 

○横田次長  ただ、それをいうと、再生支援協議会だって全国本部と言われつつ各協議会はやってい

るという同じような構造だとすると、一方で再生件数、今、年間3,000件とか目標をつくってやってい

ただいているので、全国本部しかやっていないから全体の目標はないのだということにはならないのでは

ないですか。 

○岸本理事  再生についても中期計画には記載はありませんので。 

○横田次長  書くかどうかはともかくとして、ただ、そういう目標を持つこと自体が適切かどうかということに

はならないのではないかなと思うのです。 

○加護野分科会長  この辺はまだ具体的にかなり詰めていく必要がありますね。 

○岸本理事  繰り返しになりますけれども、あくまで事業再生支援協議会も、事業引継ぎセンターも、

中小機構の事業ではありませんので、国が数値をお定めになるのは当然だと思いますけれども、中小

機構の中期計画、年度計画でというのは少し違うのではないかと思います。国が与えた中期目標を

前提に、それが達成するように仕事をするという立場だと思います。 

○横田次長  それは全然おかしくて、今回の産業競争力強化法の法改正を入れても、中小機構が

全国本部である位置づけをはっきりし、各地域の再生支援協議会のパフォーマンスの違いがあるので、
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それをしっかり評価してフィードバックするということで、この再生支援協議会のスキームを全体としてどう

うまく回していくかということについて中小機構の責任も明記されているわけで、再生支援協議会事

業が中小機構の事業ではないから関係ないというような意見は、全く言語道断だと思います。撤回

してほしいですね。 

○岸本理事  そういうことは申し上げておりません。 

○加護野分科会長  あと、具体的な中期計画の中身に関してですが、もちろんコンプライアンスというの

は必要なことなのですが、余りコンプライアンス、コンプライアンスと言い過ぎると組織としての元気がなく

なってしまうということもあると思います。その辺のバランスをどうとるか。 

○岸本理事  コンプライアンスのところは先ほどの繰り返しになりますけれども、全体としては総務省の独

法についてのガイドラインがありますが、機構の内部統制、コンプライアンスについてはそれとは別の書き

方をしておりまして、15ページに「単に法令遵守にとどまらず、広くステークホルダーとの関係において使

命を果たす」「積極的に行動・実践する」というのを明記しておりますので、法令遵守のために畏縮す

ることがないように。その精神は前文に記載された精神で取り組むということを明記しているつもりで

す。 

○加護野分科会長  そういうことがあって、機構としては３つの基本姿勢ということも設定された。 

○岸本理事  その認識で書いております。 

○加護野分科会長  荒牧さん、どうぞ。 

○荒牧委員  個別の数値目標に関してご質問してよろしいでしょうか。 

 ファンドの件なのですけれども、50ファンド以上組成ということなのですが、これは目的というかファンドの

種類によって金額はそれぞれ異なるという理解でいるのですけれども、通常ファンドの金額というのが、

目的とか対象によって違ってくると思うのですが、一律ファンドの数でカウントすることの意義というか、そ

こがよくわからないのです。 

○嘉村理事  これはこれまでの経験則で、中小機構のファンドは前身の事業団時代からもう15年運

用しております。それで、ここでカウントするのは、起業支援ファンドと成長支援ファンドで、再生とかは

入れておりませんので、事業団時代からのベンチャー系を中心としたファンドの組成の流れを受けて見

ていくと、ここ最近は物すごく多くなって、再生ファンドも多かったのですけれども、起業支援・企業成長

支援関係も年間10件ぐらいやっているというケースがございまして、その高いレベルを一応達成はした

のですが、この高いレベルで目標を立ててやっていこうという意味合いで50というものを置いておりま

す。 

○荒牧委員  経験的な。 

○嘉村理事  そういう経験則に基づくものです。確かにおっしゃるようにファンドの一つ一つの組成額は、

ベンチャー系でいうと大体10～20億円ぐらい、成長支援ファンドで少し大型のバイアウト系になってく

ると100億を超えるものもありますけれども、目的も対象にするものも違いますし、確かにそれがどういう

意味があるのかというのはあるのですが、これまでの一番活動が盛んで組成が高かったところが５年間

続くぐらいのレベル、高い目標を持ってやろうという意思表明と受け取っていただければと思います。 

○加護野分科会長  50ファンドというのは、そう考えれば500億～1,000億ぐらいの金額ということを考
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えているのですね。 

○嘉村理事  はい、非常に大きな金額になります。それでもまだまだ日本全体の直接資本の構成とし

ては十分ではないという意見はあるのでしょうが、我々としてはそういう役割を果たしていきたいと。 

○平井課長 もしよろしければ補足させいただけますか。中小企業庁の技術課長でございます。 

 まず、中小機構のファンド事業そのものの仕組みがちょっとお考えのものと違っているかもしれません。

簡単にご説明申し上げますと、投資事業有限責任組合としてやっております。つまり、ファンド全体を

抱えるとかそういうことではなくて、民間がそうやってファンドにお金を入れてくる。ベンチャーのリスクマネー

を回す。それを呼び水となるように中小機構側からもLP側、金融有限責任事業組合として一部を

出していくと。この上限値として２分の１を設定しておるのです。 

 それで、何が言いたいかというと、ファンドサイズが大きいか小さいかというのは、民間側からのニーズに

応じてでございまして、中小機構がそんなに大きいファンドをつくることを目的にしているわけでもないわ

けでございます。できるだけ民間のお金をたくさん入れていただきたいと思いますけれども、あくまでも全

体で集まるお金の２分の１を上限として呼び水にしたいと、これでございます。 

 よって、目標として大きいファンドを数少なくつくるのか、小さいファンドを数多くつくるのか、ちょっとこう

いう話ではなくて、ファンドサイズそのものは民間が主体として、我々の目標とすれば、何件ぐらいそうい

ったものを組成がいいのだろうかということを数で目標にするのが一番合理的かなということです。 

○加護野分科会長  よろしゅうございますでしょうか。 

○荒牧委員  はい、わかりました。 

○加護野分科会長  ほかにご意見、コメントは。 

 杉浦委員、どうぞ。 

○杉浦委員   資料４の16ページ目の「インキュベーション施設の廃止又は地方公共団体等への移

管」なのですが、これはなるべく移管したいということなのですか。 

○嘉村理事  この議論は前回のときも申し上げたと思うのですけれども、移管したいということではござい

ませんで、移管する場合にはしっかりしたコストをはじき出してやるということです。施設の移管を受けて

自ら運営したいという意識を持たれる地方公共団体もあられますので、そういう熱心なところに対して

は移管をする場合があるという理解をしております。 

○杉浦委員  中小機構のほうから働きかけていくわけではないということですね。向こうからあったら。 

○嘉村理事  私どものほうで十分な運用ができていて、それを評価いただいている状態の施設について

は、そういうことになろうと思います。 

 地方公共団体のほうが熱心に取り組まれるという方針を出されて、それに必要な体制も取り組ま

れて、中小機構がやるよりももう少し違う方向性を持った形でぜひその施設を活用したい。一方で、

うちがやっているやり方としては、そこの場では余りうまくいってないというのがうまくマッチングした場合に

はそういうケースがあってもいいと私どもも思っておりまして、基本的には私どもがしっかり運用していくと

いうのを定めながら、地域のニーズと私どものパフォーマンスのどちらを優先したほうが全体の施設の活

用になっていくのだろうかというところを、その案件ごとに話し合った結果がそうなる場合にはそういうこと

を進めていくというふうにインキュベーション施設については考えていますが、ほかの施設では、一部もう
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移管していくことが決められている種類のものもございますので、そちらについては別途進めていきたい。

地域活性化絡みなのですけれども、そちらについては進めていきたいというように、それは分けて考えて

ございます。 

○加護野分科会長  ありがとうございました。 

 ほかは特にございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、今後のスケジュールについてご説明いただければと思います。 

○三又参事官  お手元の資料の５でございます。クリップの一番後ろについているものでございます。 

 最初にもちょっと申し上げましたとおり、明後日に親委員会、経済産業省の独立行政法人評価

委員会を予定させていただいておりまして、本日ご審議いただきました中期目標の案、中期計画の

案につきまして説明をし、ご審議をいただく予定にしております。 

 その後、２月末。これは法令上、年度末から１カ月前倒しで中期目標の策定をすることとされて

おりますので、２月末までに経済産業大臣として中期目標の策定を行うということと同時に、中期計

画の策定の指示を中小機構に対して行わせていただいております。 

 ３月になりまして、中期計画の承認。それから、来年度の年度計画の届け出ということでございまし

て、４月から新しい中期目標期間がスタートするという流れでございます。 

○加護野分科会長  そのスケジュールを考えますと、21日に親委員会があるわけですから、その前に本

日は、中期目標と中期計画は、これで皆さんのご意見を頂戴してご承認いただいたということでよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○加護野分科会長  ありがとうございました。これを21日に御報告させていただきたいと思います。 

 それでは、これで終わります。あと、次はいつごろ皆さんにまたお集まりいただくのですか。 

○白川企画官  それはまた６月くらい、その辺になると思います。 

○加護野分科会長  よろしくお願いいたします。 

○杉浦委員  これは回収するのですね。そう書いてあるけれどもね。 

○加護野分科会長  これは恐らく先ほども議論ございましたように、３月に小規模企業の法律ができた

段階で、また具体的なところで中期目標とか中期計画を変えなければならないということが、その辺は

事務局と委員長のほうにご一任いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。（「はい」との声

あり） 

○横田次長  恐らく３月に閣議決定で国会提出しまして、通常国会で法案を審議いただきますけれど

も、恐らく６月に成立になると思います。また、公布、施行されて、それからまた計画の案をつくって審

議会の御意見を伺ったりするということで、大急ぎでやりますけれども、早くて今年の秋ぐらい。秋か冬

になると思いますけれども、計画ができるということになろうかなと思います。その間も鋭意、中小機構と

は中期目標について議論させていただきたいと思います。 

○加護野分科会長  その段階でまた皆さんのご承認を仰ぐという手続をとらせていただくことになると思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○高田理事長  一言よろしいですか。 
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 本日はありがとうございました。大分ヒートしたりしてなかなかいい会議だなと思ったりしたのですが、

実は私どもの目標の設定上の一番の悩みは、皆さんおわかりのように、我々がやっている業務範囲と

いうのはあくまで支援ですし、しかも今までやっていることの範囲でいうと、なかなか具体的にこれをどう

するというような形を決めきれないものがいっぱいあるわけです。先ほどの廃業・開業にしましても、ある

部分はやっています。しかしながら、それをもって具体的に支援の、開業率だとか廃業率の具体的な

数字を決められてしまいますと、我々だけでやっているわけではないものですからなかなかつらいのです。  

 そういったことで曖昧なことを言っていると思いますが、実際に中企庁側がおっしゃるように、我々は全

体の国の目標に沿った形でしっかり当然我々のできることに貢献していくというのは当たり前ですし、それ

なしには我々の存立の意味はないというようなつもりでおります。ただ、それが今の計画・目標がないが

ゆえにそうではないのではないかと思われるのはちょっと勘弁していただきたいということであります。  

 それで、最後にもし時間がございましたら、認知活動をいろいろやるために中小機構の事業の認知

並びに中小機構の認知を上げるために、いろいろSNSを活用したりして努力していまして、AKBの「恋

チュン動画」というのを御存じでしょうか。ちょっとお時間があれば今ごらんいただけると、こんなこともやって

一生懸命知ってもらう努力をしているのだということですね。 

○三又参事官  ちなみに親委員会の先生から夏のころだったですが、中小機構はiPadを使っているの

かというご指摘がありまして、全員に配れというご意見があったのですけれども、今、特に管理職の皆さ

ん全員にiPadを配布することを計画しております。我々もハードウェアが整ってもやはりソフト面がちゃん

とついていかないといけないことはですね。そういう色々なことに活用するということで今、始めているものの

一環でもあります。 

 

 

○横田次長  それでは、どうもありがとうございました。 

 


