
全国信用保証協会等代表者会合議事概要

日時：平成 20 年 10 月 22 日 16:00～16:30 

場所：ホテルニューオータニ おり鶴麗の間

（二階 経済産業大臣）

日頃から我が国の中小・小規模企業者の皆様のために色々と指導的役割を

果たしていただいている方々にお集まりいただきまして、心から感謝を申し

上げます。目下、中小企業金融が、麻生内閣にとりましても大変重要な課題

でありますから、私ども連日のようにこの問題で協議を重ねてまいりました。

まさに政府を挙げて中小・小規模企業の皆様への支援のために取り組んでい

こうという決意であります。お集まりの皆様には、日頃から、中小・小規模

企業のためにご高配をいただいておりますこと、まず感謝を申し上げます。

信用保証制度は全国の中小・小規模企業の資金繰りに欠かせない存在であり、

また、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫においては、新たな指導者の下

に、粘り強く、また温かく中小企業をご指導いただきたいということを願っ

ておりますが、皆様にはそれにこたえて対応していただいており感謝を申し

上げるものです。

今日はご紹介にありましたように、私は財政・金融大臣の中川大臣とも連

携をとり、総理の強いご指示もあり、政府を挙げて連携して対応していきた

いと考えております。本日はそういう趣旨で金融庁の三國谷監督局長にわざ

わざご出席いただいております。

国会の補正予算の審議でも議論されましたが、原油・原材料高、そして国

際的な金融不安の中、中小・小規模企業を巡る経済状況は、大変厳しい状態

にあることはご承知のとおりであります。政府としてこの資金繰りをどうす

るかということに対して頭を痛めているところであります。先週１６日に補

正予算が成立したわけでありますが、今後は、現場を担われている皆様方の

お力をお借りして、この予算をフル活用し、中小企業金融対策に魂を込めて



いただくことをお願いすることが今日の会の趣旨でございます。本日は、こ

うした観点から、特に４点を申し上げます。

第一に、今回の補正予算の趣旨です。今回は、より不安を感じている中小・

小規模企業の方々のために、４１４０億円の国費を投入して、セーフティネ

ット金融を別枠で用意する、これは前の内閣の時に既に方針を決めていたわ

けでありますが、改めて十分に認識していただきたいのであります。６兆円

規模の緊急保証制度は、対象業種をこれまでの１８５業種から５４５業種に

大幅に拡大しました。このことにより、２／３近くの中小・小規模企業をカ

バーされることになります。麻生総理もこのことを大変高く評価されており

ます。

セーフティネット貸付については、業種を問わず、全ての中小・小規模企

業が利用できるように償還期間の延長なども含め、３兆円の融資規模を確保

するものであります。政府としては、こうした思い切った措置を講ずること

によって、中小・小規模企業の資金繰りを支え、国民の皆様に安心感を覚え

ていただくことが大事だと思っております。そこで、各機関におかれまして

は、この趣旨を踏まえ、中小・小規模企業にとって効果的な運用となるよう、

現場の実情を踏まえ、ちまたの声も十分理解していただきまして、我々の趣

旨に添うようご協力をいただきたいと思います。

第二に、資金需要が高まる時期を控え、中小・小規模企業の資金繰りに今

回の対策を十二分に活用していただきたいと思います。当然今回の規模は、

昨今のアメリカの経済事情を踏まえて策定したものではありません。これは

８月時点における年末対応に際してということで、財政当局と折衝して確保

した予算であります。今後のことにつきましては、我々は現場の状況を見定

めながら、的確な対応をしてきたいと別途考えているところであります。そ

こで、中小・小規模企業の皆様に今回の措置につきましてどうか積極的なＰ

Ｒ、あるいはまた事前のご相談・説明会など、いろいろと工夫を凝らして取

り組んでいただきたいと思います。

第三に、借り手の立場に立った親身な対応については、国会の審議におい



ても各党からも強く要望のあるところでございます。保証や融資の審査に際

しては、形式的基準によるのではなく、中小・小規模企業の実態を踏まえた

判断を特にお願いしておきたいと思います。また、新規貸付だけではなく、

既往債務の返済猶予などについても柔軟な対応をお願いします。さらに、今

日、明日の資金繰りに奔走している中小・小規模企業の立場を踏まえ、審査

の迅速な対応もお願いしておきたいと思います。

第四に、地域の金融機関との連携でありますが、中小・小規模企業向けの

資金供給が増えるような運用を工夫していただきたいと思います。旧債振替

の禁止はもちろんのこと、保証がいくら増えても、これまで保証無しで融資

してきた分が減ってしまっては、結果として中小・小規模企業のためにはな

りません。こういった点は、民間金融機関に対して、こちらからも趣旨を伝

えますが、皆様におかれましても、中小・小規模企業のためになる、という

観点から、地域の民間金融機関とともに、しっかりと取り組んでいただくよ

うお願いします。

最後に、我が国の中小・小規模企業が、世界的な景気悪化の波に流されて

しまうか、将来の日本経済のために踏ん張り抜くことができるかは、皆様の

これからの制度運用ぶりにかかっています。そして、国民からの皆様への期

待には熱いものがあります。金融面からのサポートはもちろん、これまで培

われた経営支援や財務アドバイスの知識・経験もフルに活用し、万全の構え

で中小企業の経営支援に臨んでいただきますよう、重ねてお願い申し上げま

す。 
私どもには今、国会議員やあるいは地方の県知事を始めいろいろな方々か

ら、全く何事が起こったのかと思うような量の電話がかかってまいります。

国際的な金融不安の中で、こうしたことは当然ではありますが、特に、中小・

小規模企業の関係者を抱える皆様のご心配というのは我々本当に心にずしん

と響いてくるわけであります。私たちはこうしたことに対して、今後、追加

対策等も含めて対応していきたいと思いますから、どうか皆様のご協力を心

からお願いしたいと思います。



後々、時間の許す範囲でご意見等ございましたら仰っていただきたいと思

います。三國谷監督局長には、特に中小企業の皆様のために我々は頑張ろう、

というこの趣旨をご理解いただいて、しっかりご指導いただくようお願いし

ておきたいと思います。ありがとうございました。

（横山 全国信用保証協会連合会会長）

全国５２の保証協会を代表致しまして、一言ご挨拶申し上げます。

二階経済産業大臣におかれましては、国会開会中の大変ご多用な中、本会合

を開催頂きまして、また平素より信用補完制度の運営に深いご理解とご支援

を賜っておりますこと、この場をお借りして、まずもって御礼申し上げます。

特に、今次補正予算では、信用補完制度へ４０００億円の予算措置を講じて

いただき、また財政状況の厳しい中、平成２１年度予算要求におきましても、

重点事項として、信用補完制度に対して特段のご配慮を賜りまして、改めて

厚く御礼申し上げる次第でございます。

さて、ただいま大臣からお話がありましたように、我が国経済の景気後退

色が鮮明となる中、中小企業を取り巻く環境は、一段と厳しくなってきてお

り、さらに金融市場の混乱等を背景に、資金調達環境が悪化する懸念も高ま

ってきております。こうした状況を踏まえ、私ども全国の保証協会は、経営

安定関連保証や事業再生保証を始めとした様々な政策的保証制度を積極的に

運用し、地域の実情に応じて、親身、かつ、きめ細やかに、中小企業の金融

面におけるセーフティネットとしての役割を果たしているところでございま

す。今年度９月末までの実績を申し上げますと、保証承諾は件数で５０万件、

金額で５兆９千億円、保証債務残高は２８兆９千億円となっております。そ

の一方、代位弁済は、企業倒産増加の影響を受け、今年度９月末までの累計

で４９００億円と、前年同期を３割近く上回るペースとなっております。

このように中小企業を巡る環境が厳しさを増す中、ただいま二階大臣より

お話がございましたとおり「安心実現のための緊急総合対策」における中小

企業金融対策の中核として「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」が創設さ



れることとなっております。私ども、保証協会と致しましては、４０００億

円の国費を投入し、セーフティネット保証を別枠で用意するという趣旨を十

分に認識し、その責任の重さを真摯に受けとめております。本趣旨を各保証

協会の第一線に徹底するとともに、新設される「緊急保証制度」を積極的に

活用し、今後とも中小企業の資金繰り支援に万全を期して参る所存でござい

ます。

以上のとおり、私どもは目下、厳しさを増す中小企業のライフラインとし

て、中小企業の資金繰り支援に鋭意取り組んでおり、今後ともその役割を十

全に果たして参る所存でございます。

しかしながら、ただいま申し上げましたように、企業倒産の増加を背景に代

位弁済は急増しており、すでに深刻な状況にある信用保険の収支状況は一層

悪化する懸念が高まっております。二階大臣におかれましては、中小企業の

資金調達の拠り所である信用補完制度が十分に機能できますよう、今後とも

引き続き、適切なご配慮を賜りたく、心よりお願い申し上げる次第でござい

ます。

以上、縷々申し上げましたが、私どもは、今後とも経済対策における中小

企業金融支援策の中核的役割を果たすべく、新制度の積極的活用等を通じ、

中小企業の金融円滑化に万全を期して参りますので、今後とも一層のご理解

とご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていた

だきます。

（安居 日本政策金融公庫総裁）

本日は、二階経済産業大臣のご臨席のもと、全国信用保証協会等代表者会

合にお招きいただきまして、誠に有難うございます。また、当公庫の業務運

営につきまして、平素より格別のご指導・ご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。特に、信用保険につきましては、厳しい財政事情にもかかわらず、２

０年度補正予算におきまして３，７０３億円という多額の政府出資を措置し

ていただきました。二階大臣におかれましては、財政措置につきまして、格



段のご配慮を賜り、改めて感謝申し上げます。

最近のわが国の経済は、サブプライム問題に端を発した金融不安が世界的

な広がりを見せる中、原油や原材料価格の高騰を背景に深刻な局面を迎えて

おります。特に、中小・零細企業においては、収益の悪化や売り上げの減少

など、経営が一段と厳しさを増しております。こうした中、二階大臣の陣頭

指揮のもと、中小企業の資金繰り対策として「原材料価格高騰対応等緊急保

証制度」がいよいよ実施されるとともに、当公庫による中小・零細企業に対

するセーフティネット貸付について、更なる強化・拡充が図られることとな

ります。私ども当公庫といたしましては、厳しい経営環境に直面している中

小・零細企業の皆様の実情を踏まえ、今般講じられた施策について的確に取

り組んで参る所存であります。

さて、皆様ご承知のとおり、当公庫は、今月１日に４つの政策金融機関が

統合して新たにスタートいたしました。その基本理念は「政策金融の的確な

実施」であります。当公庫に与えられたミッションを果たすべく、今後とも

各業務の政策金融機能を最大限に発揮し、中小・零細企業の資金ニーズに迅

速かつきめ細やかに対応して参ります。

信用補完制度は、いうまでもなく、信用保証と信用保険が一体となってそ

の機能・効果を高めているものであります。信用補完制度が今回の施策も含

め引き続きその役割を着実に果たしていくためには、制度を支える財政基盤

の強化を図りながら、信用保証協会の皆様と公庫とが、中小企業の資金調達

の円滑化という目的に向かって、緊密に連携し協力していくことが何より重

要と考えます。

金融不安と景況悪化のこの困難な局面に、私ども公庫は、組織をあげて最

大限の努力を傾け、対応して参る所存であります。

今後とも、皆様の一層のご理解・ご支援をお願い申し上げます。本日はどう

もありがとうございました。

（関 商工組合中央金庫社長）



１０月１日に商工中金の代表取締役社長に就任いたしました関でございま

す、どうぞ宜しくお願いいたします。二階大臣におかれましては、平素より

商工中金の業務運営に深いご理解とご支援を賜っておりますこと、この場を

拝借いたしまして、まずもって厚く御礼申し上げます。また、信用保証協会

様におかれましては、私ども商工中金の各支店が日頃大変お世話になってお

りますこと、ここで御礼を申し上げたいと思います。

商工中金は、設立以来、中小企業の金融円滑化に全力を尽くし、中小企業

の成長・発展を支援してきたという気概と自負を持っております。１０月１

日の株式会社化後も、「お客さまの成長が私たちの成長」であるとの理念はい

ささかも変わっておりませんので、中小企業の成長・発展に貢献するため、

これからも「お客さま第一主義」を、より一層徹底してまいります。

さて、商工中金が株式会社に移行するにあたり、引き続きセーフティネッ

ト機能を発揮するため、また完全民営化に向けて最適なビジネスモデルを構

築するため、様々な施策について、経済産業省様のご尽力により、様々な措

置を講じていただいております。その一つとして、日本政策金融公庫様の信

用供与を受けて行う危機対応業務の指定金融機関に商工中金は指定いただい

ております。

中小企業を取り巻く環境は、原油・原材料高や、国際的な金融不安などに

より、一段と厳しさを増しておりますが、私どもがこれまで行ってきた中小

企業のセーフティネット機能を引き続き果たしていけるよう、危機対応業務

を活用しながら、万全の体制で臨みたいと考えております。

最後になりますが、商工中金が引き続き中小企業の方々に信頼され、支持

されるよう、全力で頑張ってまいりますので、今後とも一層のご理解とご支

援を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ど

うもありがとうございました。

（三國谷 金融庁監督局長）

金融庁の監督局長三國谷と申します。よろしくお願いいたします。私ども



も現在、地域経済や中小企業の状況につきましては大変厳しい状況にあると

認識しているところでございます。これまでも中小企業庁さんと各所で連携

しながら、私どももいろいろな実態調査を行い、借り手の立場のみならず貸

し手の立場、それからさらに商工会議所の皆様等々、様々な意見を伺ってき

ているところでございます。

こうした状況の下、今般この緊急保証融資制度が導入されることは、大変

有意義なことと考えているところでございます。私どもも、民間金融機関の

皆様と信用保証協会の皆様が連携されまして、本制度の積極的かつ適切な活

用がなされるよう私どもも進めてまいりたいと考えております。

先週１５日に私どもも大臣から各金融機関の代表者に対しまして中小企業

金融の円滑化に一層取り組むよう要請したところでございます。今後とも経

済産業省それから中小企業庁の皆様と連携しながら、我が国の経済を支えま

す中小企業に対します金融の円滑化に私どもも努めてまいりたいと思います。

私どももまた金融機関の皆様にこういった考えを伝えてまいりたいと思いま

す。先程の二階大臣のお考えをしっかりと受け止めて対応してまいりたいと

思いますのでよろしく御協力の程お願いしたいと思います。

（清家 全国商工会連合会会長）

今日はこういう会に出席させていたき誠にありがとうございます。先程二

階大臣からお話がありましたように、我々中小企業を取り巻く環境は大変厳

しい状況になってきております。この年末を越せるかというような、危機的

な状況でありますので、何とか保証協会さんにも十分な年末体制を組んでい

ただきたいというのが我々の願いであります。

貸し渋り、貸しはがしという問題がありますが、やはり今中小企業が立ち

直るためには、皆様のご支援なくして立ち直りは出来ないのではないかと考

えております。

原油高、原材料の高騰を価格転嫁できないという状況で、大変経営問題に

ついては危機的な状態が続いております。ぜひともその辺りをご理解いただ



きまして、皆様の絶大なご支援と御協力をお願いしたいと思います。

（井上 日本商工会議所特別顧問）

本来、岡村会頭が出席すべきところ、所用がございまして私が会頭の代理

として参加いたしております。会頭からも、昨日大臣にお目にかかって、中

小企業の危機的状況を踏まえ、是非とも信用保証に万全を期してもらいたい

とのお願いをしたと聞いております。早々にこのように保証協会の皆様を集

めていただいて、このような特別保証というものを実施していただくことに

なり、本当にありがとうございます。私も帰りまして、全国の商工会議所に

しっかりと通達したいと思います。

とにかく中小企業は大変な状況にあります。先程も清家会長からもお話が

ありましたが、原材料・原油の高騰にもかかわらず価格転嫁が出来ない状況

や貸し剥がし等の状況下、今回の緊急保証制度は非常にありがたく感謝申し

上げるところです。あとは保証協会の皆様に我々中小企業を生かしていくた

めに万全のお力添えを是非ともお願いしたいと思うと同時に、金融機関にお

いては、良く目利きお願いしたい。特に金融庁の皆様方にも、目利きをして

いる金融機関に対してよく目配せをしていただきたいとお願い申し上げます。

本日はどうもありがとうございます。

（二階 経済産業大臣）

私はこの直前までインドのシン首相が来日しておりましてバイ会談を行っ

てきたところであります。いくつかのことを話し合いましたが、特に、シン

首相の日本の中小企業に対する期待、信頼というものは大変高い評価であり

ました。私は後程そうしたことの指導的立場の方々にお目にかかるから、シ

ン首相の言葉を必ず伝えると申し上げました。

これまで、いわゆる環境問題について、いろいろな対応の仕方があったと

思いますが、特にアメリカ、インド、ブラジル、中国といった極めて広大な

面積と人口を抱えている方々に、日本はもう少し真正面から主張すべきこと



は主張するということが大事だとかねがね思っておりました。今日はそうい

うことをシン首相にダイレクトにぶつけてみましたが、シン首相もこれに関

して日本に学びながら、共に頑張って、いろいろな面で我々に経験を教えて

もらいたいとこういうお話でありましたから、私どもはいかなる協力も惜し

まないということを申し上げたわけでございます。

皆様を通じて中小企業の皆様にお願いしたいことは、この環境の問題です。

中小企業の皆様の出番がやって来たといいますか、環境対策に対する取組に

中小企業の皆様にご参加いただかないと困る局面にありますから、これを事

業推進上のマイナスの要素としてとらえるのではなく、チャンスとしてどう

生かしていくかをお互いに考えながら積極的な対応をこれから図っていきた

いと思います。経済産業省としても中小企業の皆様のそういったご協力・ご

参加に対するバックアップを考えていきたいと思っております。

加えて、最近の経済財政諮問会議での出来事でございますが、経済産業諮

問会議には、民間議員の方もいらっしゃいます。これらの方々の共通の意見

として、これからは農業が大事だと色濃く主張されておられます。農業イコ

ール地方だと言われます。私はいつも中小企業イコール地方だということを

申し上げているのですが、同じような意味合いでもあろうと思います。そこ

で、私は農林水産業が環境に対して、より一層積極的なご参加をいただくこ

とが大事だと思っております。今日のこの状況のなかで農商工連携というこ

とも積極的に呼びかけていく方針であります。

最後に、皆様のお手元にあります新経済成長戦略という本を配らせていた

だいております。この新経済成長戦略は、今から２年半前ぐらいに小泉内閣

で経済産業大臣を務めさせていただいた時に、人口減少、高齢化社会を迎え

た日本経済は、これからもう伸びない、というのが経済の専門家の意見とし

て横行していた時代でありました。私はいろいろな方々のご意見を聞きまし

て、そういう時であっても日本経済は「日はまた昇る」という積極的な面が

必要ではないか、どうすればそうなるかということで、新経済成長戦略なる

ものをまとめたわけでございます。



全国で３万冊もお買い求めいただいて、せっかく皆様にこの本をご理解い

ただいたにもかかわらず、今日の経済の情勢と少し合わなくなってきている

ところが出てきております。この８月に再びこのポストに就任したものです

から、直ちに翌日からこの改訂版を出そう、そして間違ったところは間違っ

たが、このように改訂したいときちっと皆様に申し上げるのが大事だと思い

ました。夏休みの時期ではありましたが、１５０人を超える職員がこのこと

に昼夜を分かたず取り組んで、５０日間でこの分厚い本の改訂版を作りまし

た。改訂版の中では、「よかったことはよかった。」、「継続していくべき

ことは継続してやっていきます。」、「改めることは改めます。」、「新し

い方向性はこうです。」ということを述べさせていただきました。これは単

なる経済産業省が作った作文ではなく、閣議決定をして、政府が責任を持つ

ということにしております。私は、前回の時もこの編集に携わった人達の名

前を全部載せました。これは、一行一行みんなが責任を持とうということを

呼びかけているわけです。どうぞそういう意味で中小企業のところを、また

それぞれご興味をお持ちのところを、皆様のお力で中小企業関係者の皆様に

お伝えください。

私はこれからオール日本でこの難局を切り抜けていきたいと思います。そ

のためには、一社でも中小企業の皆様の倒産を少なくするということで取り

組んでいきたいと思い、今日はわざわざ皆様に集まっていただいたわけです。

皆様にお顔を合わせていただいて、懸命に取り組む私達の姿をご理解いただ

くとともに、皆様にも一層のご協力を重ねてお願いしたいと思います。我々

は日本の経済も経済産業省も中小企業が栄えることをなくしてこの存在はあ

り得ないとさえ思っております。

私は今回の補正予算の次をどうするか、つまり第２次補正予算という言葉

が言われておりますが、そういう形になるかどうかは別として、第１次の最

初の方針が決定したその日から、我々はこれでも足らざる時にはどうするか

ということに対して懸命な努力をしており、時期が来ればそれを明らかにし

たいと思います。どうぞ皆様、麻生内閣を信頼していただいて、一緒にこの



難関を乗り越えていくということにお力をくださいますように心からお願い

申し上げて私の締めくくりの挨拶にさせていただきます。ありがとうござい

ました。


