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独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期目標期間終了時における 

業務・組織全般の見直しについて 

 

平成 30 年 8 月 

経 済 産 業 省 

 

Ⅰ．中小機構の現状に関する基本認識 

１．中小機構の設立目的 

中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という。）は、我が国で唯一の中小企業政策

全般にわたる総合的な支援・実施機関である。これまで、中小企業基本法の基本施策及び

小規模企業振興基本法の小規模企業の振興に関する基本的施策を踏まえ、 

①創業、新事業展開の促進 

②経営基盤の強化 

③経営環境の変化への対応の円滑化 

という 3 つの枠組みで業務を実施してきた。 

 

 

２．中小機構の役割 

中小機構は、中小企業・小規模事業者支援の専門的な知見と経験、専門家の積極的な活

用、支援機能を組み合わせた総合的・複合的な支援ができるという強みを発揮しつつ、国

の政策課題と中小企業・小規模事業者のニーズに即応する支援を展開し、中小企業・小規

模事業者政策の中核的実施機関としての役割を担っている。 

また、小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止共済制度の安定的な運営のため加入

促進に注力し、小規模事業者の事業廃止等を行う際の円滑化と連鎖倒産防止のためのセ

ーフティネットの充実を図っている。 

加えて、限られた職員・予算等の経営資源の中で、より多くの中小企業・小規模事業者

に対する支援を実現させるため、地域の中小企業支援機関等との連携・協働が不可欠であ

り、中小機構がこれまでに培った支援ノウハウの共有・移転を図るとともに、情報提供、

相談・助言、研修等を通じ、地域の中小企業支援機関等の支援機能の向上・強化を支援す

る役割を担っている。 

 

 

３．中小機構のこれまでの取組 

中小機構は、上記の役割を踏まえ、以下の取組を実施してきた。 

（１）創業・新事業展開の促進 

「創業・新事業展開の促進」では、創業に対する相談・助言・情報提供、インキュベ

ーションにおける事業化支援、リスクマネー供給の円滑化のためのファンドの組成促進、

新連携・地域資源活用・農商工連携による新たな市場開拓への支援などを実施してきた。 

特に、独立行政法人日本貿易振興機構（以下「ジェトロ」という。）等と連携しなが

ら、海外展開を支援するとともに、Web ビジネスマッチングサイト1や e コマースなど

IT を活用した新たな販路・取引先・業務提携先の開拓支援に注力してきた。 

                            
1 中小企業・小規模事業者と国内大手企業・海外企業をつなぐ Web 上のビジネスマッチングサイト。 
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（２）経営基盤の強化 

「経営基盤の強化」では、地域の中小企業支援機関等の支援内容の高度化や支援の質

の向上に向けた研修・講習会、連携の促進等を実施してきた。また、よろず支援拠点全

国本部を担うことにより、各拠点の支援能力の向上と体制の強化を図ってきた。 

さらに中小企業大学校の利便性向上や機能強化に向け、IT を活用した研修などの活

用により、人材育成支援の量的拡大と質の向上のための仕組みを立ち上げた。 

上記の他、中小企業・小規模事業者に対する助言、専門家派遣等による課題への適切

な対応への支援や、経営情報等の収集・提供の積極的な推進、中小企業・小規模事業者

の連携・共同化、経営革新、産業集積活性化の促進などを実施してきた。 

 

（３）経営環境の変化への対応の円滑化 

「経営環境の変化への対応の円滑化」では、中小企業再生支援全国本部及び中小企業

事業引継ぎ支援全国本部を中小機構に設置し、各拠点への相談・助言、研修、専門家の

派遣等を実施し、各拠点の支援能力の向上と体制の強化を図ってきた。また、事業再生

に取り組む中小企業・小規模事業者を支援する再生ファンドの組成も促進してきた。 

さらに、小規模企業共済・中小企業倒産防止共済の安定的な運営のための加入促進に

注力するとともに、東日本大震災・熊本地震で被災した中小企業の本格的な復興と自立

化の加速に貢献するため、中小機構の支援ノウハウをフル活用し、多様な支援策を実施

してきた。 

 

（４）期限の定められた業務 

上記（１）～（３）のほか、産業用地の残用地について、平成 30 年度末に全て譲渡

することや、試作開発型事業促進施設について、経過業務期間終了後の売却・移管する

ことに向けて取り組んでいるところである。 

 

（５）業務運営の効率化 

「業務運営の効率化」については、第 3 期中期計画において、「3 つの基本姿勢「尽

くす」「行動する」「改善する」」を制定し、職員への浸透を徹底している。 

また、スマホ対応の「HP」「J-Net21」「中小企業 NEWS」など IT 活用により顧客利便性

を向上させるとともに、3 つの全国本部（よろず支援拠点全国本部及び中小企業再生支

援全国本部、中小企業事業引継ぎ支援全国本部）間の相互連携を強化し、各拠点の支援

活動がより効率化できるよう支援を実施してきた。 

総人件費の削減や運営費交付金の削減等については、効率化目標を着実に達成すると

ともに、中小企業・小規模事業者のニーズに即応できる地域本部体制をはじめとする現

場重視の組織運営、職員の専門性向上と人材の有効活用、KPI 等の月次管理により業務

全般の効率化・改善に取り組んできた。 

さらに、平成 26 年 4 月から業務改善推進室を設置し、組織の活性化や業務改善を図

ってきた。 

 

 

４．中小機構を取り巻く最近の状況 

我が国は、日本経済の潜在成長力を大幅に引き上げ、名目 GDP を 600 兆円（2020 年頃）
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から更に押し上げるべく、成長戦略の強力な推進が求められている。成長の実現に向けて、

IoT、人工知能、ロボット等の第 4 次産業革命の技術革新をあらゆる産業に取り入れ、さ

まざまな社会課題を解決する Society5.0 を世界に先駆けて実現する必要がある。また、

モノとモノ、人と機械・システム、人と技術、異なる産業に属する企業と企業など、さま

ざまなものをつなげる新たな産業システム（Connected Industries）への変革を推進する

必要がある。 

 

このようななか、現在の日本経済は、2012 年末を境に持ち直しの動きに転じ、企業収

益は過去最高水準である。全国に 381 万者が存在し、企業数の 99.7％を占め、雇用 7 割、

付加価値の過半数を担い、地域経済と地域の雇用を支える重要な存在である中小企業・小

規模事業者の業況も総じて改善傾向にあり、売上高が増加基調、経常利益が過去最高水準

で推移し、倒産件数が 9 年連続で減少している。 

 

しかしながら、中小企業・小規模事業者は、経営者の高齢化、労働人口減少による人手

不足、人口減少による国内市場の縮小・変化の 3 つの構造変化に直面しており、景気回復

の実感がわかず、支援ニーズは増大している。 

今後、更なる少子高齢化、人口減少が見込まれる中、特に、中小企業・小規模事業者は、

事業承継・事業引継ぎ、生産性向上、販路開拓・海外展開などの新事業展開、起業・創業

が必要となっている。 

 

このため、これまでの「日本再興戦略」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）に加え、「新し

い経済政策パッケージ」（平成 29 年 12 月 8 日閣議決定）では、「生産性革命」と「人づく

り革命」を車の両輪として、2020 年に向けた取組を決定した。 

「生産性革命」では、2020 年までの 3 年間を「生産性革命・集中投資期間」として、

大胆な税制、予算、規制改革等を総動員し、以下の目標の達成により、潜在成長率の向上

と国際競争力の強化を詠っている。 

①生産性：2015 年までの 5 年間の平均値である 0.9％の伸びから倍増させ、年 2％向上 

②設備投資額：2020 年度までに対 2016 年度比で 10％増加 

③賃上げ：2018 年度以降 3％以上 

 

なかでも、「中小企業・小規模事業者等の生産性革命」について、 

①事業承継の集中支援 

②中小企業等を支援する機関の機能強化 

③地域中核企業等による地域経済の活性化 

などが取組として挙げられている。 

 

さらに「未来投資戦略 2018」（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）においても、「中小企業・

小規模事業者の生産性革命の更なる強化」を掲げている。 

そのなかには、KPI として、 

①サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020 年までに 2.0％となることを目指す 

②2020 年までの３年間で全中小企業・小規模事業者の約 3 割に当たる約 100 万社の IT

ツール導入促進を目指す 

③2020 年までに黒字中小企業・小規模事業者を 70 万社から 140 万社に増やす 
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④開業率が廃業率を上回る状態にし、開業率・廃業率が米国・英国レベル(10％台)にな

ることを目指す 

⑤中小企業の海外子会社保有率を 2023 年までに、2015 年比で 1.5 倍にする 

ことが掲げられ、その達成に向けた新たに講ずべき具体的施策として、 

①中小企業・小規模事業者の IT などの先端設備の投資促進（横の軸） 

②各業種における生産性向上の具体的な取組の促進（縦の軸） 

③円滑な事業承継や創業支援等、適切な新陳代謝 

④中小企業支援機関の強化 

⑤経営人材や中核人材の確保など人材・ノウハウ支援の強化 

⑥地域中核・成長企業の投資拡大・生産性向上、地域での戦略的取組 

⑦中小企業・小規模事業者の生産性革命に向けた環境整備 

が挙げられている。 

 

 

Ⅱ．業務・組織全般の見直しの方向性 

１．基本的な考え方 

地域経済と地域の雇用を支える重要な存在である中小企業・小規模事業者は、日本経済

の活力の維持・強化に重要な役割を担っており、日本経済の基盤を形成している。 

そのため、中小機構がこれまでに果たしている中小企業・小規模事業者に対する創業か

ら成長・発展、事業再生、事業引継ぎまでを総合的に支援する役割、地域の中小企業支援

機関等の支援機能の向上・強化を支援する役割については、今後ともより一層の強化・充

実が必要である。その際、既存の連携先のみならず、新たな機関とも連携・協働を図り、

中小企業・小規模事業者支援を効率的に提供することも重要である。 

 

また、業務としては、「新しい経済政策パッケージ」、「未来投資戦略 2018」などの新た

な政策要請を踏まえ、「事業承継・事業引継ぎの促進」、「生産性向上」、「新事業展開の促

進・創業支援」、「経営環境の変化への対応」などに注力し業務を実施する。 

「中小企業・小規模事業者の生産性革命」には、売上拡大・販路開拓による産出（アウ

トプット）の増大と、コスト削減・省力化による資源投入（インプット）の縮小の 2 つが

鍵であり、これらは分子・分母の関係にある。中小機構では、「事業承継・事業引継ぎの

促進」、「生産性向上」、「新事業展開の促進・創業支援」、「経営環境の変化への対応」など

により、分子部分の増大と分母部分の縮小の双方を支援し、「中小企業・小規模事業者の

生産性革命」に貢献する役割を担っていく。 

 

なお、中小機構がこれまで実施してきた中小企業・小規模事業者への直接的な支援では、

支援施策の届く範囲に一定の限界があり、これまでも地域の中小企業支援機関等を通じ

た間接的な支援を実施してきた。今後もこのような間接的な支援を強化するとともに、従

来、十分にリーチできていない層へアプローチすることで支援する中小企業・小規模事業

者のカバレッジの拡大や、サービスの質の向上を推進していくため、以下の取組を実施す

る。これらにより、支援ニーズのある者に対して効果的・効率的に支援を行き届かせ、中

小企業・小規模事業者の「自立化」を促進し、中小企業・小規模事業者の「生産性革命」

に貢献する。 

・既存の直接的な支援と地域の中小企業支援機関等への支援に注力しつつ、従来の手法か
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ら脱却した新たな仕組みであり、中小企業・小規模事業者や地域の中小企業支援機関等

が、支援施策や有用事例などに時間・距離・コストの制約を越えてアクセスできる情報

基盤である「AI・IT を活用した各種支援のプラットフォーム」を構築する。 

・こうしたプラットフォームを中小企業・小規模事業者が直接的に活用することに加え、

地域の中小企業支援機関等が支援ツールとして活用することにより、間接的な支援と

プラットフォームとの相乗効果をもたらし、支援の裾野を広げていくとともに、中小企

業・小規模事業者が自立的に自社の課題解決にアプローチできる環境を整備する。 

・その上で直接的な支援は、地域中核・成長企業の生産性向上支援のように政策意義・要

請が大きく、より難度・専門性の高い分野の支援に重心を置き、より高い施策効果の実

現を目指す。 

 

また、「事業承継・引継ぎ支援」、「事業再生支援」など地域の中小企業支援機関等に求

められる専門性もより一層高度化しているため、それらの支援機能をさらに向上・強化す

ることに努め、支援の質と量の双方を高度化する。 

 

さらに、常に中小企業・小規模事業者のニーズを踏まえ、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、国の新たな支援施策立案に貢献すること

が求められる。 

 

なお、サービスの量を定量的に示す事業成果（アウトプット）に加え、サービスの提供

により生じた企業の業績等の事業効果（アウトカム）の観点から事業評価を適切に行い、

アウトプット目標・アウトカム目標が第三者に検証可能なものになるよう努めるととも

に、特にアウトカム目標を中心に据えた事業実施を図り、中小機構自身とその提供するサ

ービスの双方の認知度を向上させることで、支援施策のより一層の利用を促す。その際、

中小機構が行う各種取組の効果を事後的に検証できるよう、必要なデータの収集方法等

についても、併せて検討していく。 

 

 

２．中小企業・小規模事業者のニーズを踏まえた国の政策課題への対応 

上記のとおり、国の政策課題である「事業承継・事業引継ぎの促進」、「生産性向上」、

「新事業展開の促進・創業支援」、「経営環境の変化への対応」に対応するために以下の業

務について強化を図る。 

 

（１）事業承継・事業引継ぎの促進 

現在のところ、2025 年までに 70 歳を超える中小企業の経営者は約 245 万人存在し、

うち約半数の 127 万人が後継者未定であり、現状を放置し、廃業が急増すると、今後

10 年間の累計で約 650 万人の雇用、約 22 兆円の GDP が失われるおそれがあると言わ

れている。 

このような状況を踏まえ、「新しい経済政策パッケージ」では、10 年間程度を事業承

継の集中実施期間とした取組の強化を掲げている。 

中小機構においては、今後、以下の取組などを実施していく。 

①信頼性の高い事業引継ぎデータベースの構築 

地域を越えた M&A マッチング等事業引継ぎを促進するため、地銀・信金や M&A 仲介
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会社などの民間支援機関にとっても魅力があり、かつ、多くの事業引継ぎ案件を有す

る利便性・信頼性の高い事業引継ぎデータベースを構築し運営する。 

 

②地域金融機関等と組んだ事業承継ファンドへの出資強化 

成長分野に投資するファンドへの出資に加え、事業承継案件（バイアウトファンド）

への出資に重点化する。 

 

（２）生産性向上 

①中小企業・小規模事業者への IT の徹底導入支援 

中小企業・小規模事業者の IT 化は、コスト削減・省力化のみならず、売上拡大・

販路拡大にも貢献するものである。 

このため、「新しい経済政策パッケージ」では、3 年間で中小企業・小規模事業者の

約 3 割に当たる約 100 万社に対する IT ツール導入促進が掲げられた。 

この目標に貢献すべく、中小機構では、中小企業・小規模事業者の IT 導入の裾野

を広げるため、IT 導入に係る中小企業・小規模事業者支援のプラットフォームとし

て、IT 導入補助金等の各種支援施策の優良事例や効果を幅広く収集・分析し、中小企

業・小規模事業者が安全・安心に使える IT ツール情報を中小企業・小規模事業者や

地域の中小企業支援機関等に届けるとともに、中小機構の支援ツール（専門家派遣、

研修等）により IT 導入を強力に促進する。 

 

②デジタルガバメントを通じた経営支援や人材育成へのより一層の注力 

中小企業・小規模事業者や地域の中小企業支援機関等が、支援施策や有用事例、研

修テーマなどに時間・距離・コストの制約を越えてアクセスできる情報基盤を構築し、

支援ニーズのある者に効果的・効率的に支援を提供する（例えば、AI を活用した経営

相談システムの構築や、これまでの潜在的なユーザーの取り込みのため、IT を活用

した遠隔研修2やサテライト・ゼミの強化など。）。 

 

（３）新事業展開の促進・創業支援 

①販路開拓・海外展開支援 

更なる人口減少、国内市場の縮小を踏まえると、中小企業・小規模事業者が成長・

発展していくためには、新たな事業展開や需要の取り込みが必要となっており、我が

国の成長分野への展開や成長著しい海外市場等を獲得していくことが重要である。 

中小機構では、 

・AI・IT、医療・介護分野など国内の成長分野における販路開拓などの支援に重点化

する 

・Web ビジネスマッチングサイトなどの強化と商談会等との連動によりマッチング及

び販路開拓を促進する 

・海外展開については、ジェトロ等との一層の連携強化により相乗効果を発現する 

ことなどを実施する。 

 

 

                            
2 Web を活用した双方向型オンラインゼミ。 
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②起業・創業支援 

日本の開業率は、微増傾向になるものの 4～5%で推移し、直近の 28 年度に 5.6%ま

で改善するも、「開業率 10%を目指す」とする日本再興戦略に掲げる目標の達成に向

け、より一層の取組が不可欠である。 

未来投資戦略 2018 においては、創業支援等により、健全な新陳代謝を促していく

ことが掲げられている。 

このため、中小機構では、 

・起業支援ファンドに引き続き出資し、リスクマネーを供給する 

・起業相談チャットボットによる情報提供・助言により全国的な潜在起業者を掘り起

こすとともに、地域の創業支援機関や起業家等との協創関係を構築し、より確実な

起業・創業を促す 

ことなどに注力する。 

 

（４）経営環境の変化への対応 

経営環境の変化の局面における中小企業・小規模事業者の経営の安定を図るため、中

小機構としては、以下の取組などを実施していく。 

①共済制度（セーフティネット） 

184 万者が加入している中小企業・小規模事業者のセーフティネットである 2 つの

共済事業について、手続きの短縮・デジタル化など顧客の利便性向上や更なる共済制

度の運営効率化のため、業務の見直しやシステムの大幅改修を進める。 

 

②災害対応 

東日本大震災や熊本地震のような甚大な自然災害が発生した場合には、これまでの

知見とノウハウを活用し機動的に支援する。 

 

 

３．効果的・効率的な事業実施に向けた取組 

上記の国の政策課題に対応した業務を強化し実施していくに当たり、中小機構内にお

いては、以下の内容に取り組み、支援の効果的・効率的な提供を図る。 

 

（１）AI・IT を活用した支援施策のより一層の利用促進とサービスの質の向上 

中小企業・小規模事業者や地域の中小企業支援機関等が時間・距離・コストの制約を

越えてアクセスできる情報基盤である「AI・IT を活用した各種プラットフォーム」を

構築し、381 万の中小企業・小規模事業者に対する支援施策のより一層の利用促進と支

援の質の向上を図る。 

 

（２）ナレッジの組織横断的共有・活用、職員の専門性向上 

中小機構が保有する企業情報や支援事例情報、ノウハウ等（ナレッジ）の組織横断的

共有、支援への効果的・効率的な活用などを図るため、企業情報データベースを強化す

る。 

さらに、中小機構職員のプロジェクトマネージャーなどへの登用など職員の専門性向

上に取り組み、高度な支援施策の企画立案や実効性のある業務遂行を推進していくとと

もに、専門家等を適切にマネジメントすることで中小機構の組織力向上も図る。 
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（３）中小機構・提供サービスの認知度向上による支援施策の利用促進 

支援施策の利用促進には、顧客に中小機構自身とその提供するサービスの双方を知っ

てもらい、中小機構のプレゼンスを高めることが不可欠である。 

そのため、AI・IT を積極的に活用することでより多くの中小企業・小規模事業者に

支援施策を届けること、中小機構の VI（ビジュアル・アイデンティティ）の再構築・浸

透、SNS 等の Web メディア、マスメディアを通じた PR 等により、中小機構自身とその

提供するサービスの双方の認知度を向上させることで、支援施策のより一層の利用促進

を図る。 

 

（４）現場重視の組織運営 

これまで同様、現場主義を徹底していくことにより、顧客重視の視点で支援の現場ニ

ーズに即した柔軟な発想による取組や支援施策への反映を行い、実効性のある質の高い

支援の実現を目指す。 

また、職員の国際感覚の更なる醸成に努め、中小企業の海外展開ニーズへの対応力を

向上させる。 

 

（５）業務運営の更なる効率化などの取組 

PDCA サイクルをより一層徹底し、不断の業務改善を推進していくとともに、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に資源を集中すべ

く、成果が十分に得られていない業務や、他との類似サービスについては改善又は廃止

を実施する。 

内部統制の更なる充実を図るとともに、運営費交付金を充当して行う業務については、

一般管理費（退職手当を除く。）及び業務経費の合計について、新規に追加されるもの

や拡充される分を除き効率化する。なお、保有資産については、その保有の必要性につ

いて不断の見直しを行う。 

また、中小機構内の更なる IT 化を積極的に推進し、業務の運営の効率化と省力化を

図ることで、より働きやすく働きがいのある職場環境を構築する。 

 

以 上 


