○岸本経営支援課長

本 日は、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

お手元の資料の確 認を させていただきます 。
今日は多数の資料 が資 料１～資料 10－２までございます。そのほかに何点か追加で配付しており
ますので、確認をさ せて いただきます。
まず議題の中で再 生の 問題がございまして 、そ の関係で要望書を３ 件い ただいております 。事業
再生実務家協会、日本弁 護士連合会、日本 公認会 計士協会とございま す。会計士協会のほかの 座談
会の資料も配付をさ せて いただいております 。
今年の 10 月から開始 を しておりますモバイル中小企業庁のチラシを１枚お配 りいたしておりま
す。
「中小企業の現 状と今 後の施策」という本日付の資料を配付させて いた だいております。もしな
いものがございまし たら 、お配りをさせてい ただ きます。
本日は、配付資料 の次 のページにある 議事次第に沿って進めさせていただきます。
本日は、委員総数 29 名 中 22 名の方がお越しに な る予定で、そのほか代理の 方が２名御出席の予
定でございます。過 半数 の出席ということで 、本 日の部会は成立いた して おります。
本審議会の審議の 経過 については、公開としておりまして、議事録は中小企業庁ホームページに
公表させていただき たい と考えております。
それでは、議事進 行は 渡邊部会長にお願い いた します。
○渡邊部会長

本日 は年 末で大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。まず

議事に入る前に、今年８ 月 に行われました中小 企業 政策審議会経営支援部会以降の委員の方の異動
につきまして、事務 局か ら紹介をお願いした いと 思います。
○岸本経営支援課長

前 回から２名の委員に御就任をいただいております。

関哲夫委員でいらっ しゃ います。
曽我孝之委員でい らっ しゃいます。
現在の委員名簿が お手 元の資料２に御用意 をい たしております。本日は中小企業の事業再生支援
の強化について審議 をい たしますが、関係者の皆様から御要望、御意見を賜り、産業活力再生特別
措置法の改正の方向 性に ついて御議論を深め てい きたいと思っており ます 。
その関係で、事業 再生 実務家協会の松嶋英 機代 表理事。
日本弁護士連合会法 的サ ービス企画推進セン ター の副本部長、第二東京弁護士会所属の飯田隆弁
護士。
同じくサービス企画 推進 センター中小企業支 援プ ロジェクトチーム委 員、第 二東京弁護士会所属
の高井章光弁護士。
公認会計士協会の淺 井万 富常務理事に御参加 をい ただいております。
○渡邊部会長

それ では 、議事に入る前に、部会長代理を選出したいと思います。これまで本部会

の部会長代理は江崎 格委 員が務めていらっし ゃい ましたが、12 月 24 日に辞任されました。そこで、
本部会の委員から適 切な 方を選出していただきたいと思います。どなたか推挙される方がいらっし
ゃいましたら、お願 いい たしたいと思います 。
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上野委員、どうぞ 。
○上野委員

部会長 代理 に松島茂委員を推薦 申し 上げたいと思います。松 島 委員は中小企業論を法

政大学で研究され 、中小 企業行政にも非常に精通されておられます。大変学識の豊かな委員でござ
いますので適任だと 考え ております。どうぞよろしくお願いいたします。
○渡邊部会長

た だ い ま 上 野 委 員 か ら 松 島 委 員 が部 会 長 代 理 と し て 適 任 であ る と い う 推 薦 が あ り

ましたが、そのほか にど なたか御推薦はございますか。
それでは、松島茂 委員 を部会長代理とする こと で御異議ございませ んか 。
（「異議なし」と声あり）
○渡邊部会長

あり がと うございます。松島茂委員を部会長代理にさ れたいと思います。

それでは、開催 に当たり まして、長谷川中小企業庁長官から一言ごあいさつをお願いしたいと思
います。
○長谷川中小企業庁 長官

皆様、おはようございます。長谷川でございます。本日は、年末の大変

お忙しい中、御参集 いた だきましてありがと うご ざいます。
本日は、大き くは２つ のことを御審議いただきます。１つは先ほど課長の岸本から申し上げた事
業再生の話で、もう 一点 は人材確保について 、でございます。
参考資料の資料 10－１ を御参照いただきた いと 思います。現在、中小企業・小規模企業対策に つ
きましては、大変な 状況 でございますので、政府の中でも 重要な施策と位置づけております。
施策は多くありま すが 、大きく分けて ４種類のことを私どもは並行して進めておりま す 。そして
21 年度予算案と 今年度の ２次にわたります補正予算案合計で１兆 を超える額を頂戴しております。
かつて行政府は予 算を どのくらい取るかが 競争 になる時代がありましたけれども、今は託された
予算でいかに成果を 上げ るかということが重 要に なっておりますので、その意味でも皆様のお力を
お借りしたいのでご ざい ます。
そのうちで赤い部 分の １が、１件でも倒産を防ぎたい、あるいは大変 な 苦境に直面している中小
企業の方々の立場を 公正 にするという目的の 中小企業金融対策です。
下請は、これは 法律の 執行ですが、こういう時期ですので、下請企業は しわ寄せがきやすいとい
うことで、この 法律の適 用につきまして 、どこまでこの法律が適用できるかということの検討をし
ております。
２．が経営力の向上とい うことで、これは中小企業 の状況に応じて、それぞれ処方せんというか、
オプションを用意す るこ とで、本日 、御審議いただきます事業再生支援というのはそのうちの１つ
でございます。
３番目は、そ うはいっ てもまだまだ大変多く の中小企業の方には勢いもありますし、ポテンシャ
ルもございます 。活躍の 範囲を広げるということで、農商工連携等と輸出促進あるいはビジネス 開
発といったようなこ とを 進めておりまして、 後ほ ど御報告をさせてい ただ きます。
４番目は、中 小企業の 中でもとりわけ小規模企業というのは数としては 大変多く、商店街もそれ
ぞれ街の中で大変御 奮闘 をいただいております。 新しい商店街対策の 方向 を今、模索中です。
最後に、先ほど岸本 から 申し上げましたモバイル中小企業庁というものです が、広報と言うより、

2

正確にはパブリック リレ ーションズと言うべきな のでしょう。私どもがやっていることを発信して、
皆様方のリアクショ ンを いただきたいという こと で、ささやかながらこう い った電子媒体でのお届
けもしております。
ここの表紙に写っ てお りますお嬢様は、中小企 業 基盤整備機構が中小 企業 の施策の展開を象徴す
るということで契約 をし ている女性でございます。 是非御活用いただ きた いと思います。
○渡邊部会長

あり がと うございました。

それでは、本日の議 題に つきまして、事務局 から 御説明をお願いした いと 思います。
○岸本経営支援課長

ま ず、中小企業事業再生支援の強化につきまして、資料の３－１、３－２を

用いて、私から御説 明を させていただきます。
私から施策の紹介 をさ せていただきました 後は 、先ほどの要望書 につき まして、今日、御出席い
ただいた関係者の方 々か ら御発言をいただき たい と思っております。
まず、資料３－ １でご ざいます。１ペ ージ、再生支援の現状でございますけれども、今年に入り
ましてから、中 小企業再 生支援協議会の方に来る再生の相談も、前年と比べまして２割程度増えて
きております。そ の背景 には、原油・原材料の高騰、あるいは国際的金融不安に起因する景気後退
ということがあろう かと 思います。
本日御説明いたし ます のは、産業活力 再生特別 措置法の改正をする こと によって、中小 企業の 事
業再生の円滑化を図 りた いということでござ いま す。我々が注目 している 再生の方式は、中ほどの
再生手法。再生支援 協議 会が平成 15 年に設立したころは返済の繰り延べが大半でした が、最近は
３分の１程度が右側 の直 接放棄、いわゆる債権放棄と、もう一つは第二会社方式（事業の切り出し）
が増えてきておりま して、特にこの第二会社方 式は 債権カットを行う場 合の 主流になる方式だろう
と実務家の間では言 われ ております。
この第二会社の方 式を 円滑に進めていくた めに、今回制度面の手当と 再生 支援協議会の支援体制
の強化という２点を 考え ております。
４ページ、第二 会社方 式という方式です が 、これは経営状況が悪化している中小 企業の中で、将
来性のある事業 、事業価 値のある事業に着目を して、その部分については会社分割あるいは事業 譲
渡という形で別の会 社に 事業を移す。残さ れた部 門については、会 社を閉 じる、特別清算の 手続を
とるという方式でご ざい ます。
この方式が最近増 えて いる背景にはメリッ トが あるわけですが、１つは金融機関の協力は得やす
いということがござ いま す。第二会社でない直接 放棄の場合には、各金融機関の放棄額を話し合い
で決めるということ が必 要になるわけですけ れど も、第二会社の場合は特 別 清算という法的整理に
入りますので、金融 機関 の協力は得やすいと いう ことが１点ございま す。
２点目に事業価値 のあ る事業を運営するス ポン サーあるいは経営者 の立 場からしますと、第二会
社に事業を移せば 、想定 外の債務であるとか 、さ まざまなリスクから 遮断 をすることができる とい
うことで、スポンサーあ る いは金融機関の円滑な協力を得るために第二会社方式が増えているとい
うのが現状でござい ます 。
右側の棒グラフの とお り、金融機関の債権放棄 を 伴う再生計画の３分 の２ 程度が第二会社方式に
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移行してきていると いう ような状況でござい ます 。
こ う し た 第 二 会 社 の 中で 、 今 回 法 的 な 手 当 を して支援しようと思 っている企業の要件について 、
５ページの右側に３ つの 要件の記載をしております。
１点目は私的整理 で、金融機関の債権放棄 を伴 う場合の一般的な基 準で 、再生計画の遂 行によっ
て経常収支が黒字化 をす る。有利子負債と キャッ シュフローの倍率が 10 倍以下になる。10 年以内
で債務の償還ができ てい る。こうした健全な事業 と して再生できる見込 みが あることが基本でござ
います。
このほかに、今 回法的 な支援をする条件といたしまして、１つは雇用の確保。承継事業に係る従
業員のおおむね８割 以上 の雇用を確保すると いう ことと、これは労働組合への説明を含めてで す が、
従業員との説明、従 業員 との適切な調整が図られていることを１つ目の要件にしております。
２つ目としまして 、取 引先中小企業の利益 を不 当に害さないこと 。私的 整理の場合には、取引先
の売掛債権を保全で きる というのが１つのメ リッ トでありますけれど も、そ こが確実に図られてい
るかどうかというこ とを 認定基準にいたした いと 思っております。
そのほかの要件と して 、２点ございま して、左上の有利子負債とキャッシュフロー比率の倍率が
20 を超えている という条 件でございますが、これは債権放棄を伴うような金融機関の協力の過去の
事例を見ますと、こ の 20 倍を超えているとい うの が通例でございます けれ ども、これ以外にも実
質債務超過に陥って いる ような場合ですとか 、業種 、業態に応じては、20 倍を下回るような場合で
あっても認定になる 場合 はあろうかと思って おり ます。
その下の債権者で ある 金融機関の同意を得 てい ることでございます けれ ども、この第二会社方式
は、今回の事業 再生以外 の目的でも過去から使われてきている方式でありますが、金融機関の利益
を害している場合も 過去 には見られておりま す。そうした点をかんが みま して、今回は認 定をする
前段の条件として、債権 者 である金融機関の同 意が きちんと得られてい るか ということを確認した
いと思っています。
確認の方法としま して は、大半は再生支援協議 会 の再生計画という形 にな ろうかと思いますけれ
ども、それ以外に も私的 整理ガイドライン、ＲＣＣの企業 再生スキームなど、幾つかの類型が考え
られると思っており ます 。
こうした要件を満 たし た事業再生計画につ きま しては、３つの支援措置 を 講じたいと思っており
ます。１つ目は許認 可の 承継でございます。
資料３－２に幾つ かの 事例の御用意をいた だき ましたが、事例１が旅館業の例、事例２が建設業
の例、事例３が運 輸業の 例、事例４が印刷業の例ということでございますけれども、事例の１～３
につきましては、そ れぞ れ事業の継続に許認 可が 必要な業種でござい ます 。
それぞれのページの 一番 下の「５．課題 となった 点」をごらんいた だきた いと思う のですが 、旅
館業の場合は、旅館 業の 許可を得るのに時間 を要 したため、営業開始 に遅 れを生じた。
建設業の場合は 、建設 業の許可を取得するのに１か月半程度かかったため、その間、受注ができ
なかった。
運輸業の場合も、運 送事 業許可の取得に時間 を有 したため、再生計画 に遅 れが生じた。
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それぞれの許認可 省庁 あるいは都道府県に確認をいたしますと、事前の相談をすることによって、
こうした空白期間が なる べく出ないような工夫はしていただいております が、どうしても一定の空
白期間が出るという のが 現状でございます。
また、許認可 取得の確 実性がないために、スポンサーが 協力に躊躇 するといった事例も見ら れて
おり、この許認可の 承継 について、今回法律 上の 手当をしたいと思っております。
２点目が税負担で ござ います。税負担 につきま しては、資料の ７ページ をごらんいただきた いと
思います。旧会 社から第 二会社に土地あるいは建物の移転をいたしますときに、国税の登録免許税
と地方税の不動産取 得税 がかかってまいります。これらの税負担が 再生事案によっては税負担だけ
で 1,000 万を超え るとい う事案も出ております。今回、21 年度税制改正において、この登録免許税
と不動産取得税につ いて、概算で２割程度です が、軽減の措置が図られる見通しとなっております。
３点目が金融面の 支援 です。金融面の支援について同じく７ページをごらん ください。この第二
会社が旧会社から事 業を 取得するときの資金 ある いは事業取得後の運 転資 金等につきまして、政策
金融公庫の低利融資 、信 用保険法の別枠化 、中小 投育法の出資上限の 引き 上げの３点を手当い たし
たいと思います。
続きまして、資料の８ ページの再生支援協議会の機能強化について御説明を申し上げます。昨年
の６月に、中小企業基盤 整 備機構に各県の再生支援協議会の活動の支援をす るための全国本部が設
置されております 。この 全国本部のこれまでの活動として、個別の再生事案について先進的な事例
を紹介する、ある いは余 り先例のないものについて弁護士、会計士、あるいは実務家が アドバイス
をするということで 、各 県の支援協議会の活 動の 円滑化を進めており ます 。
また、税制あ るいは法 制を始めと するさまざまな制度改正がありますけれども、そうした制度改
正で再生の現場にどのような影響が出るかという実践的な情報の提供もしているところでござい
ます。
今 回 、 第 二 会 社 の 支 援を 強 化 す る に 当 た り 、 この 全 国 本 部 の 機 能 ・ 能 力を 更 に 活 用 で き る よ う 、
法的には各支援協議 会か ら全国本部に個別の 事案 を相談するときに 、今、制 度の障害になって いる
各支援協議会の秘密保持義務を基盤整備機構との間では解除をするということにしたいと思って
おります。
今年から特に、再生支援 計画を策定する前の事業の評価あるいは財務の評価、デューデリジェン
スの費用が相当不足 をし てきております。そ の手当も含めて、平成 21 年度は予算額を５億円増額
し、各支援協議会の 活動 を一層支援したいと 考え ております。
政策面の紹介は以 上で す。
○渡邊部会長

あり がと うございました。委員からの御発言に先立ち 、再生実務の専門家の皆様か

らの御意見を伺いた いと 思います。
まず、事業再生実 務家 協会の松嶋英機代表 理事 にお願いしたいと思 いま す。
○松嶋英機様

松 嶋 で ござ い ま す 。 私 ども事業再生実務家協会の設立経緯、内容につきましては、

要望書に書いてござ いま すから省略させてい ただ きます。要望の 背景につ きまして、中小 企業再生
支援協議会の機能強 化を するというお話が先 ほど ございましたが、私も全国本部に関係している立
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場から言いますと、ここ 数 年格段に機能が強化されているということが実感として感じております。
これを更に強化して いく 必要があろうと考え ます 。
私も弁護士で ござ いま すので 、 1971 年の弁護士登録以来、事業再生を中心にして仕事をしてお
りますが、この 第二会社 方式による再生支援というのは、弁護士のそういう事業再生の専門家に言
わせますと、地方での中 小 企業の再生についてはこれしかないのではないかという意見が大半でご
ざいます。
しかし、この方 式につ きましては、２ページに書いてございますとおり、許認可の問題とか、税
負担の問題、新たな 資金 の問題というネック がご ざいまして、私ども もこ こ 30 年以上もこの問題
に大変苦労してきま した 。現在も苦労し ていると いうことでございま すの で、この阻害要 因をどう
しても取り除いてい ただ きたいと考えており ます 。
ただし、第二会 社方式 というのは悪用する例もございます。なぜかといいますと、事業譲渡とい
うのは私的手続の部 分で ございまして、株主総会 の 特別決議でもって金 融機 関がわからない状況で
もできるんです 。あと強 引に残った不良資産 の部 分、負債の部分 を特別清 算できちんとやれば いい
んですけれども 、ほった らかしで破産にしたりする例もございまして、こういったものをどうやっ
てしないようにさせ るか ということも重要な もの でございます。
要望事項としまして は、結 局阻害要因をなくす 方策 を法律でもって制定 して いただきたいという
ことでございますの で、第 １には、この第二会社 方式 による事業再生に対 する支援をお願いしたい。
具体的には、ここに書い て ございますとおり 許認可の承継がスムーズにいくように特例を設けてい
ただきたい。
これは中小企業庁さ んの 今日、配布されました資料の中にも具体的な旅館業とか、建設業とかご
ざいますが、こうい った ものが典型例でござ いま す。
私が経験した範囲内 でも 、勿論こういうものもございますけれども、特殊な例もございます。例
えば原子力設備の警 備そ の他保守管理をする 場合 にも許認可が必要で ござ いまして、これはなかな
か取りにくいわけで ござ います。これで大変に苦労いたしまして、結局問題のある会社をそのまま
再建するということ を選 択せざるを得なかっ たと いう事例がございま す。
税負担の軽減も中小 企業 にとっては 300 万、500 万というのは大変な 金額でございます。金のあ
るときにはだれもこ うい う事業再生に着手し ない。いよいよ苦しくなっ てか ら着手するわけですか
ら、300 万、200 万でも大 変な金額でございます。
やはり事業承継資金 とい うのは、結局事業を買い取るわけですから要るわけです。金融機関の皆
さんから言えば 、かなり 自分たちの評価した金額より安い評価が出る場合が多いんです。したがっ
て、それならば その金額 をできるだけ一括で払ってくれないかという要望が非常に多いです。新会
社でもってその譲渡 代金 を債務引き受けして 収益 で払っていくという 例も ございます。し かし、そ
れには長期間を要し ます ので、金融機関 が相当な 犠牲を払って協力する以上は、一括の支払いで決
着をつけたいという 要望 がございますので、そのときに新しい資金をどう調達するのかということ
について金融機関の 皆さ んが安心して御同意 いた だけるように、信用保証協会の保証枠を特別に設
けていただけないか とい うのが私どもの第二 会社 方式に対する要望で ござ います。

6

中小企業再生支援協 議会 の機能の拡充という のは 、確実に進んでお ります 。ただし、現 在のこの
不況の状況を見ます と、更に拡大していく必 要が あるのではないか 。各支 援協議会の全国のレ ベ ル
アップが大変に図ら れて きておりますけれど も、ま だまだ地方にいけば いく ほど東京との支援協議
会その他に比べまし て、問題があるというこ とな ので、更に拡充し ていっ ていただきたい。そうし
ない限りこの不況で は非 常に難しいです 。私ども の事務所でもいっぱい相談がありますが、相談は
多くなっております けれ ども、再建がで きるとい うめどがなかなか立 たな いんです。早く 支援協議
会に行って事前に相 談し なさいと言うんですけれども、まだまだ支援協議 会 に足を早く運ぶ中小企
業の経営者は尐ない とい う状況でございます から 、機能の拡充と ともに、や はりそういう活動を周
知徹底させていただ けな いかと思います 。金融機 関の皆さんには 、そうい う運転 資金なり買取 資金
の調達について取組 みを 強化していただきた いと思います。
金融機関も非常に問 題を 抱えている中で、再生に協力いただくというのはかなり難しい点もござ
いますが、私の ところで １つ非常にいいのではないかということを申し上げますと、第二会社方式
によって再生すると いう のが常識的になりつ つあ るんですけれども 、よく 分解いたしますと 、事業
譲 渡 と い う の は 私 的 手 続で あ る 。 そ れ に 賛 成 し ます と 、 自 動 的 に 債 権 カ ット の 額 が 決 ま る ん で す 。
残った会社を特別清 算で 処理するとしまして も、残 った不良資産あるい は貸 付額の残というのが計
算できますから、損 失が わかります。
したがいまして 、私的手 続でありながらその損失を確保して同意しなければいけない。ここが一
番金融機関にとりま して、コンプライアンス上 もあ るいは経済合理性と いう 面からいきましても大
変にハードルが高い わけ でございます。
特 別 清 算 と い う の は 法 的手 続 で ご ざ い ま す か ら 、そ の 限 り に お き ま し て は公 正 、 公 平 、 透 明 性 、
コンプライアンス上 、あ るいは税務上も問題 ない とは思いますけれど も、入り口が私的手続き であ
るというところに我 々弁 護士の大変な苦労も ござ います。したが いまして 、今回中小企業庁さんの
方で法的にそういう ネッ クを取り除くという 法的 な取組みをされると いう ことは、私的手続の部分
について法的なコンプライアンスの問題あるいは経済合理性の問題を金融機関の皆さんでお考え
になる場合に大変に 役に 立つのではないかと考えております。
したがいまして、是非と も 早急にこの３つの要 望を かなえていただけな いだ ろうかと切にお願い
する次第でございま す。
以上でございます。
○渡邊部会長

あり がと うございました。続きまして、日本弁護士連合会飯田隆弁護士、高井章光

弁護士にお願いした いと 思います。
どうぞ。
○飯田隆様

ま ず は 飯 田の 方 か ら 御 説 明 申 し 上 げま す 。「 中 小 企 業 の 再 生 支援 強 化 策 に 関 す る 求 意

見について」という ペー パーがございますの でご らんください。
日弁連では、法的サー ビ ス企画推進セン ターの中小企業支援ＰＴが本件を担当しているところで
ございます。
「１．はじめに」でご ざいますが、原油・原材料の高騰に続く 世界的な金融危機等による景気後
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退、加えて円高と いう厳 しい経済環境の中で、中小企業の経営状態が悪化し、各地で中小企業の倒
産件数が増加しつつ ある 現状は極めて憂慮す べき 事態でございます。
そして、現在こ ういう 状況に直面し、経営苦境にある中小企業に対し て、これまで蓄積されてき
た 技 術 等 の 消 失 を 防 止 し、 雇 用 を 確 保 す る 等 の ため 、 あ る い は 地 域 経 済 や社 会 の 安 定 の た め に も 、
倒産という事態を極 力回 避させ、事業の再生が図られる方策を政府として講ずべきは 今や重要な政
策課題でございまし て、こ れについては私ども 日弁 連としても問題意識 を共 有しているところでご
ざいます。
で は 、 今 回 の 「 ２ ．『 第二 会 社 方 式 に よ る 支 援 措置 案 』 に 対 す る コ メ ン ト」 で ご ざ い ま す が 、 こ
の措置案の内容は、これ ま で第二会社方式を用 いた 場合にいずれも難題 とな っていた事項でござい
まして、提案内 容の支援 措置が講じられてくることになりますと、この 手 法による課題の幾つ かが
解消されることにな りま すので、有効な手法であ る として活用が促進さ れる ことになると期待して
いるところでござい ます 。
では、それぞれ の内容 のコメントでございますが、２ページでございます。まず支援対象になる
認定事項でございま すが 、最初に①でご ざいます 。支援対象となる中小 企業 の定義の明確化が必要
であろうと考えてお りま す。というのは 、支援措 置によって、対象 となる 中小企業の範囲が異 なり
まして、明確でな い場合 がございます。ですから、今回の措置におきまして、対象中小企業の範囲
を明確化していただ くこ とが必要ではないかと考えております。
２番目が第二会社 が承 継する財産価値の算 定方 法の明確化でござい ます。算定方法が明確でなけ
れば、無用な混 乱を呼ぶ ことがありますので、可能な限り明確にしていただくことを要望いたしま
す。
３番目に、公 正な手続 を経ていることの要件の中には、民事再生手続を加えるべきと考えており
ます。
４番目に、許認 可の承 継が非常に重要でございますが、これを承継するのであれば、許認可更新
番号も引き継げるよ うに していただくことが 必要 ではないか、非常に有益 で はないかと考えている
ところでございます 。
５番目に、地 域の関連 中小企業への配慮 要件でございますが、旧会社の取引先の中小企業の売掛
債権を毀損させない など、再生計画の実施によ って 地域の関連中小企業 者の 経営に著しい損害を与
えないことを要件と する というように伺って おり ますが、再生計 画は程度 の差はあっても 、いずれ
も取引先中小企業に 何が しかの損害を与える もの でありましょうから、そ の 判断基準の明確化が求
められると考えてい ると ころでございます。
６番目に、先 ほど松嶋 先生からお話もございましたように、この手法は詐害性がないことの確認
が必要でございます 。
７番目、第二 会社に対 する金融支援は、第二会社に対する資金導入あるいはスポンサーの獲得を
容易にする大きな効 果が 期待できるわけでご ざい ます。したがい まして、支 援対象の要件と金融機
関による融資が円滑 にさ れるように、格段の 工夫 と配慮をお願いした いと 思います。
最後に、再生支 援協議 会のさらなる機能強化でございますが、その一環としまして、各地での中
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小企業再生のための 専門 性を高めるために、各地 に おける弁護士の一層 の活 用につきまして要望し
たいと思います。
以上でございます 。高 井先生の方からも追 加を お願いしたいと思い ます 。
○高井章光様

高井 です 。補足的な意見を述べさせていただきます。今、飯田先生の方からお話が

あったとおりでござ いま すが、中小企業です と、 もう 1～ 2 か月という時間が非常におしい状況に
なります。すぐ に事業の 毀損が始まりまして、取引先にも動揺が及ぶかどうかという状況でござい
ます。
そういった中で 、迅速に 再建するというためには、金融機関の判断に時間がかかる現状 におきま
しては、第二会社方式とい う形で事業を即座に切り分ける。ただ、松嶋先生のおっしゃったとおり、
乱用の事例もござい ます ので、そこは明 確な手続 、未再生手続もやむを得なくとらざるを得ないよ
うな中小企業もあり ます のでこれも入れてい ただ きたいと思っている んで すが、先ほどあったよう
な諸手続を踏めば、その 中 で明確に適正な透明 性の 確保をされた手続の 中で やれるというところで
いいかと思っており ます 。
ただ、許認可 について は時間の短縮はでき ない 。我々実務家は いろいろ 短縮してもそこだけ は短
縮できない。で すので、我 々としては今回の許認可がスムーズに承継されるというのは切望してい
る事項でございます 。
以上の点を補足と して 説明させていただき ます 。
○渡邊部会長

あり がと うございました。続きまして、日本公認会計士協会の淺井万富常務理事に

お願いしたいと思い ます 。
○淺井万富様

日本 公認 会計士協会の淺井でございます。皆様には日ごろ大変お世話になっており

ます。最初に 、尐し日本 公 認会計士協会の中小企業の再生支援に対する取組みにつきまして御紹介
させていただきたい と思 います。
お手元の要望の下 に、参考資料としまして 当協 会の機関誌『会計・監査 ジャーナル』の座 談会コ
ピーがございますの で、 併せてごらんくださ い。
公認会計士により ます 事業再生の支援業務 につ きましては、各地域の再 生 支援協議会の支援現場
におきまして、例えば財 務デューデリジェン スと か、再生計画の 策定支援 関連業務で公認会計 士は
多くの実績を積み重 ねて きたと認識しており ます。これらは公認会計士 の本 来の独占業務でありま
す会計監査の実務に おき まして、資産負 債を減額 に評価したり、企業がし ばらくは破綻しない で事
業継続できるかどうかの情報開示というものが適切に行われているかどうかということを判断す
るため、このよう な時期 ですから比較的最近は事業計画を徹底的に分析することが、今、監査手続
上求められておりま す。そ ういうような経験や 手法 がかなりお役に立っ てい るものと 考えておりま
す。
また、公認会計 士協会 といたしましては、中小企業庁からの支援要請とかもございまして、事業
再生に関する知識と 経験 を持つ公認会計士を 再生 支援協議会に紹介す るな ど、支援業務に取り組ん
でまいっております 。
しかし、一方 でいまだ 支援要請に十分お 応 えしていない、ニーズに比べてプレイヤーが足らない
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のではないかという よう なおしかりもよくい ただ くところでございま す。そこで、当協会で は、常
置委員会の経営研究 調査 会というのがありま すけ れども、そちらに再生支 援 専門部会というものを
設 置 い た し ま し て 、 事 業再 生 実 務 と 公 認 会 計 士 の役 割 と 題 し ま し て 調 査 ・研 究 を 行 っ て お り ま す 。
その部会では、法的整 理と か私的 整理の手法が最近多様化しておりますので、それに対応しまして、
その事業再生手法の 整理 を進めて、それらの特徴 や 使い勝手を会員であ る公 認会計士にわかりやす
く伝えていくことと して おります。また 、研修等も今後積極的に行っていきたいというように考え
ております。
ただし、それ以 前に、支援協議会とその設置根拠となる産活法というものを当協会にも、会員す
べてに知ってもらう 必要 があるということで 、そ こでお手元の参考資 料な のですが、その 基本的な
解説を機関誌の対談記事などで会員に対して継続的に啓蒙していこうということで動いておりま
す。
この記事は今月発 売し ました当協会の機関 誌の コピーなのですが、来月 号 には引き続きまして事
業再生ＡＤＲに関し まし て座談会記事が掲載 され ることになっており ます 。また、地方で今もお話
しがありましたけれ ども 、人が足りない というような声をいただきまして、地域会の地方の会計士
のニーズもございま して、そちらとの連携とプ レイ ヤーの育成というも のを 強化していきたいと考
えております。
本題に移らせてい ただ きますが、これ まで詳し く御説明していただ きま すので、ここは あっさり
と 触 れ て ま い り た い と 思い ま す 。 い わ ゆ る 第 二 会社 方 式 に 対 す る 支 援 措 置の 強 化 と い た し ま し て 、
第二会社方式という のは 事業再生の実務上 、古く から行われてきたも ので ございますけれども 、こ
れは受け皿会社と新 たに 取引を開始する金融 機関 等取引先からも同意 が得 やすい、抜本的な事業再
生の方法として 、特に中 小企業において各種事業再生の手法が整備された今日において、有用な手
法であると思われて おり ます。
しかしながら 、事業譲 渡等によって、従来の法人格を変更する第二会社方式には特有の課題が存
在しておりまして 、一定 の環境整備が必要で ある ことから、債権 者との適 正な調整が図られて いる
との要件を充足する 第二 会社方式による事業 再生 については、以下の 施策 を要望いたします。
①法律の特例を設 ける などにより、第二会 社に おける許認可等の取 得の 円滑化を図ること。
②第二会社に事業 を承 継する際の税負担の 軽減 を図ること。
③第二会社方式に よる 場合を含め、一定の再建 計 画を実行する際の資 金調 達の円滑化を図ること
としております。
２番目に再生支援 の機 能強化といたしまし て、再生支援に係る施策 は、着実に成果を上げて おり
まして、特定認証 ＡＤＲ を含めまして各種手 法の 評価、または期待 も高ま っております。特 に急速
な地域中小企業の経 営環 境の悪化に、更に機敏に 対 応していただくため に以 下の施策を要望いたし
ます。
①一定の要件を充 足す る第二会社方式を中 小企 業再生支援協議会が 審査 するものとし、更に全国
で一層円滑に利用で きる よう、各県の中小企業再生支援協議会の能力向上を確保していただきたい
こと。
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②中小企業再生支 援協 議会全国本部による 支援 を強化し、各中小企業再 生 支援協議会間の連携に
努めること。
以上でございます 。よ ろしくお願いいたし ます 。
○渡邊部会長

どう もあ りがとうございました。ただいままでの事務局及び関係の先生方からの御

説明、御意見につ きまし て、御発言がありましたらお願いしたいと思います。どなたか御発言はあ
りますか。
石垣委員、どうぞ 。
○石垣委員

私は三 重県 の再生支援協議会の会長も兹ねておりますので、一言お話しさせていただ

きます。
今、大変景気が悪く なっ てきました。名古屋を中心 とする東海地方も大変厳しくなってきまして、
再生の相談はこのよ うな 中で増えてきています。再生支援協議会の更なる充実は大変大事だと思っ
ています。
協議会では、今まで債 権カットやリスケやらいろんなことをやってきました。新たに第二会社方
式をやるということ につ いては、私は評 価をしま す。正に悪いところを切り捨てていいところだけ
伸ばしていこうでは ない かということであり これについては評価をしています。あえて 協議会につ
いて本音の話をさせ てい ただきますと、ローカルな話をしますけれども、これは３つあると思 って
います。
１つは再生支援につ いて 、私どもは 30 近くは再生をやってきています が、何が一番大事か。そ
れは銀行の協力なん です 。金融機関の協力な くては合意できないのです。先ほど弁護士さんも 言わ
れましたが本当にこ れは 時間がかかるんです。ともかく１つ の案件について、金融機関が数社債権
を持っている。それの調 整をするだけでも３～４か月かかるんです。中小企業は明日もわからない
のに、正直言ってこ れで 半年も引っ張られる のが 幾らでもあるわけで す。
ですから、スピー ディー さが要求される中で、これが一番困る。金融機関の理解を得られる の に
時間がかかるのです 。例 えば、金融機関が５社あったら、これは５社とも 合意をしなければいかな
いわけです。はっ きり言 って今は リスケが中心です。債権カットまで絶対いかないです。ここ にき
て金融機関の体力も 落ち てきておりその中で、債権カットするＤＳをやるという ことは大変厳しく
なってきました。と にかく ５年間延ばしましょう、10 年間延ばしましょう 、今 この期間延長が中心
で す 。 は っ き り 私 も 話 をさ せ て い た だ き ま す と 、地 方 の 銀 行 間 だ っ た ら いろ い ろ な 話 は で き ま す 。
しかし、債権が サービサ ーに移っている場合などは大変厳しいです。再生 には金融機関のまず協力
が要る。これをど ういう 形で 進めていくか。金融機関の合意を形成するだけで私どもは精一杯。そ
ういう状況がありま す。
２つ目は、経営者の モラ ルだと思っています。第 2 会社方式でその会社を新しくつくる場合失敗
した経営者をどうす るか 。私たちは本当は経営者を変えたいんですが、地方では経営者を次から次
へ変えるというのは なか なか難しいです。今までの経営者の人がまた引き続きやる。やはりモラル
の問題があります。 私た ちは経営者のモラルをどうチェックしてい ったらいいか悩みます。
３つ目です。言葉は悪いけ れども、監視です。銀行が納得できるような監視をどうして やるのか。
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それは再生支援協議 会で やれるのかどうか。逆にいうと、ハンズオン だと思っています。この会社
をどう育てていくの かと いうところに再生支援協議会 は本当の機能を持っているか。監視をするこ
とはできても、そこから こ の会社をどう育てていくんだという ハンズオン的 なものについての部分
は ど こ が や る の か 。 そ うい う 面 で い う と、最後ですけれども、再生支援協議会は人も足りませ ん 。
今回予算を増やして もら って大変ありがたい こと だと思っていますけ れど も。
私はある意味では現 場で やっている人間で本音のことを言わせていただきま したが、そういう気
がしています。
○渡邊部会長

あり がと うございます。

それでは、上野さ ん、 どうぞ。
○上野委員

今回の 第二 会社法式というのは大変有効な支援策ではないかと思っておりま す。ただ、

今週も実は金融機関 の責 任者の方と再生につ いて 御相談する機会があ りま して、ものづくりの企業
などですと、協 議会で再 生計画をおつくりになるときに、専門家の方々が知恵を絞っていい再生計
画をおつくりになる 。こ れはかなりの努力が 要る し、専門家の方 々からお 話がありましたよう に課
題はたくさんあるわ けで すけれども、しかし再生計画をつくったところまでというのは非常に重要
だということなので す。そのときに金融機関も協力して実行するという段階 になるわけですが 、こ
のように景気の状況 が急 激に悪化していきますと、再生計画が 10 年くらいかかって自立化してく
ださいということが 法律 の要件だと私どもは 考え るわけです。
そのときに、売上も減 るけれども、減 ったところでもって金融機関の大きなバックアップがなく
ても運営していける とい うようなことで計画をおつくりになると思うんです。しかし、状況がこ の
ように急激に変わっ た場 合に、もう一回 協議会が チェックしなければ いけ ないです。フォローアッ
プしなければいけな いと いうことは必ず起き ると 思うのです。そ のときに もう一回、今度は金融機
関に融資をお願いす ると いうのは大変困難だ と言 っておられました。
ではどうするのかと いう と、協議会の専 門家の方 々が計画をつくって 、あとはモニターしていか
なければいけないと いう ことです。その 人材が私 は大事なのではない かと 思います。計画 をつくっ
てそれで提示してお しま いでは決してないです。それをどのようにして支援をしていくか、要する
にモニタリングをし てフ ォローアップという のは とても重要だと思う のです。そうしないと、計画
をつくって実績はこ うあ りましたという協議会の成果だけでは、とても 問題が残ると思います。ど
うしてもそのような もの づくり企業で残さなければいけない企業というのはあるの です。
しかし、自動車や、電池な ど本当に日本が強か った ところが今、非常に痛んで きておりますので、
こ の よ う な と き に 残 さ なけ れ ば い け な い 企 業 と いう の は 第 二 会 社 方 式 で もっ て 残 し て い か な い と 、
国の競争力は極端に 低下 しますので、計 画をして もう一回見直しをす る。そのときにまたもう 一回
金融機関に協力して いた だくことになると思うのです。そういった 機能はど のように設定するかと
いうことを是非組み 込ん でもらって、実行し てい きたいと思っていま す。
以上でございます 。
○渡邊部会長

あり がと うございます。

それでは、米村委 員、 どうぞ。
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○米村委員

中小企 業診 断協会の米村と申します。３点ほど申し上げたいと思います。

１点は、この 第二会社 をつくるときに一番大事なことは、次にどういう事業をやっていくかとい
うことだと思うんで す。法律上の問題も大事 です 。財産の確定とい うのも だいじなんです。そうい
う意味で、事業プラ ンを どうつくるか。そこ に力 を入れていく必要が ある だろうと思います。
２番目には、地 方です 。私もときどき地方に行くんですが、私どもの若手の診断士の人たちが田
舎に行ったりしても 、非 常に中小企業の人た ちは よく来てくれたとい うの だそうです。恐ら く、サ
ムライ業はどこを見 ても ほとんど大都市に集 中し ていると思うんです 。で すから、地方に ど うやっ
て専門家を派遣して いく か、これが非常 に大きな 課題だろうと思いま す。この点でちょっと特別な
配慮が要るのではな いか と思います。
３番目は、今 、出され ましたフォローアップの問題です。こういう業務には診断士の人たちが向
いていると思うんで す。ですから、どこ かでうま いこと活用していただけると非常にいいのではな
いかと思います。
以上でございます 。
○渡邊部会長
○伊藤委員

それ では 、伊藤委員、それから相原委員、お願いします。
当社は ちょ うど９年ほど前に非常に危機的な状況に立ち入って、この事業再生をして

きた会社の経験談と して、先ほど悪用されないようにというのがすごく大事だとは思うんですけれ
ども、一方で、いろ いろ 足かせがあると逆に 再生 し切れなくなる。
例えば当社が経験し たこ とでは、やはり事業が悪 化 しているわけですか らリ スケをお願いしたく
ても金融機関さんは、特に 当時メガバンクさん は応 じてくれないわけで す。先 ほど話が出たように、
何行かとおつき合いがありますからその足並みをそろえるために一行一行回っても当然すべてが
イエスではないとい う。その中で、資金繰 りを確 保するためにどうし たか というと、やはり 税金で
あったり社会保険料 とか をとめていくわけで すけ れども、結局悪循環 に入 るわけです。
とめるイコールそれらがすべて支払われていないと新たなお金が借りられないということにな
るので、再生し たくても し切れないというところがありまして、当社はたまたまいい弁護士さんの
先生や税理士の先生 に恵 まれまして、一緒に 本当 に 24 時間体制で金融機関さんに出向いていただ
いて説明していただ いた りとか、さまざ まなこと をしてきましたけれ ども 、先ほど言った ように時
間が非常にシビアに 迫っ てきます。支払いとか手 形 を発行しているので あれ ばこれを落とさなけれ
ばいけない。従 業員の賃 金も支払わなければいけないというところで、しっかりと金融機関さんの
協力が必要です。政府系 さんは非常に協力的でしたけれども、都銀さん、特に大手さんは全くそう
いう体制がなかった ので 、あらゆることを使って何とか生きることに専念しましたが 、そういった
意味で先ほど実際企 業再 生に取り組むスタッ フの 協力というのもある と思 うんですけれども、そこ
の強化と、やはり １社に一 人二人が担当になってしまうと思うんです。24 時間体制で数か月の単位
で生きるか死ぬかの 道が 分かれると思うので 、そ の辺をポイントにおいて、しっかりと考えて いた
だければ本当に助か るべ き会社も助かるので はな いかと思います。よ ろし くお願いします。
○渡邊部会長

あり がと う。

それでは、相原さ んお 願いします。
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○相原委員

今回 、第二 会社における許認可等の 取得の円滑化という 特例措置は、非常に適切な措

置ではないかと思っ てお りまして賛成でござ いま す。恐らく許認 可権があ るのは 地方局、ブロック
機関が多いのではな いか と思いますけれども 、そ うした場合に現在の 中小 企業再生支援協議会 、各
県単位でやっている とこ ろとの連携は恐らく今でもある程度やっていると思うんですが 、新しい特
例措置ができた後に おい ても、その辺の 連携が十 分にうまくいかない と、制度はできても時間 は今
までと余り変わらな い、１か月半か、２か月くらいという話がありました。枠組みができて も余計
時間がかかってしま うと いうこともあり得る ので はないかという心配 が若 干ありますので、そうい
う意味では主務官庁 は中 小企業庁さん以外のところも多いかと思いますが 、事前の連携といいます
か協力関係を十分と って、十分適切な協力関係 が構 築されるということ が必 要ではないかと思いま
す。その辺をよろし くお 願いしたいと思います。
○渡邊部会長

あり がと うございます。

それでは、お願い しま す。
○前田満二委員（ 代理）

私は委員ではない んで すが、前田委員の 代理と して出席させていただい

ておりますが、発言 の機 会を許していただけ れば と思います。
○渡邊部会長

どう ぞ。

○前田満二委員（代理）

私はこの再生事業に つき ましては非常に関心 を持 って聞かせていただき

ました。さはさり ながら 、この ものづくり 中小企業と請負中小、建設業との立場でかなり制度的に
乖離するのではなか ろう かと思ってお話をさ せて いただきます。
今、建設業は非 常に厳 しい状況でございます。また、供給過 剰ということで五十数万社というの
が常に建設業として 登録 されておる社でござ いま すけれども、特に私の立 場 でお話をさせていただ
きますと、この中小 企業 建設業と目される社 は 52 万社と言っておられ ます けれども、知事許可等
を含めて、その 98％ぐら いが地方の建設業者と理解しております。
今、非常に予算 等を含め て苦戦しているわけでございますけれども、この第二会社というものに
権限を譲渡したとき に、果 たして新しくスター トし た会社が営業活動を 維持 していけるかという課
題が常に中小建設業 に属 されておる会社は、 引き続きそれをしょっていかなければいかぬ。
まずその第１点は 、いろ いろ入札契約問題があったわけでございますが、今は一般 すべて、先ほ
ど三重の方のお話が あっ たと思うんですけれども、公共団体の入札制度というのは、電子入札を含
め、また一般競争 という ことであります。競争相手に対しましては、非常に低入札 というものが課
題として今、残って おり ます。
金融等を含めまして 、融 資の関係につきまし ては 現在一番問題として おり ますのが、いわ ゆる融
資に関わる基本的問 題と いたしまして、事業の計 画を１年ないし２年 、３ 年先の計画を提示し ない
と融資を受けられな い。と申しますのは、この融 資を受けられないと いう 事由は、入札が行 われま
して、果たしてその仕事 が 取れるかということも将来的に１つ取った先がまた見えないということ
のような状況を踏ま えて まいりますと、果たして 切り離した会社が建 設業 を営むとしたときに 、ま
た引き続きそのよう な状 況をしょって再生を して いくということは 、現状は特に中小、小零細の企
業は厳しい。
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その状況の 中で 、 昨今 は 我々 ども 会 員もそうでございますけれども、大体１年に 450 社ないし
500 社の建設業が倒産、廃業しております。その形の中で、地方で いわゆる優良建設業者と目され
る業者が倒産してい くと いう現状を踏まえま すと、この切り離し第二会 社と いうものに対しまして
は、その辺の事由 をしっ かり確立、確認をしていかないと、我々の立場の団体がそれに沿った形で
御支援を受けられる かと いうのが甚だ疑問と いう ことを申し上げてお りま す。
以上でございます。
○渡邊部会長

あり がと うございます。

それでは、鹿住さん 、ど うぞ。
○鹿住委員

高千穂 大学 の鹿住でございます。今回の第二会社方式というのは、非常にニーズもあ

り、それに対し て税制等 々適切な制度改正が図られていると思うん ですけれども、１点先ほどから
問題になっておりま す、では経営者のモラル とい うか、新しい経 営者が見 つからないという現 実は
あるにしろ、今まで の経 営者の方 が そ の ま ま 残 ら れ る と い う の は 難 し い の で は な い か と 思 い ま す 。
特に例えば先ほど の旅 館業の例でいいます と、設 備のリニューアルに 対し て借入れ依存で対応し
ているのはもう業界 の構 造的な体質みたいな とこ ろがありまして、では債 務 超過の状態が解消され
てお金が借りられる よう になったら、経営者が同 じ でも再生できるのか とい うと多分中身を変えな
いと、ソフトを変 えない と難しいというところ はあると思うのです。ですので、普通民間のファン
ドからこういった形 でフ ァンドから投資が行 われ して再生された場合、経 営 者というか社外役員の
ような形で経営をす る方 もファンドの方から 派遣 をするというのが一 般的 かと思いますので、例え
ばそういったスキー ムを 盛り込むといった運 用面 の工夫というのが必 要か と思いました。
もう一点、今 回の資料 ３－２の事例の中には入っていなかったんですが、例えばいろんな企業さ
んのお話を伺ってい ます と、研究開発を 受託して 行っているような会 社さ んが、顧客の要 望に応じ
て人材派遣も行って いる 、技術者の派遣を行っているというようなこともありまして、そういった
場合、人材派遣業 の免許 も取っているので すが、人材派遣業がもしここで一旦切れてしまうと、会
社を設立してから申請をして実際免許が下りるまで３か月ぐらいかかりますのでその間事業がで
きないということに なり ますので、一件 一件継続 できる免許の事例を 加え ていくのであれば 、派遣
業も今後検討される べき ではないかと思いま す。
以上です。
○渡邊部会長

あり がと うございました。時間の都合で、では曽我委員で最後とさせていただきた

いと思います。
○曽我委員

ただい ま地 方並びに諸先生方からお話がございましたように、この第二という会社方

式による支援措置と いう のは、まさに中小企業の 再 生を促進する措置と して は大変有効な措置では
ないかと思っていま す。
特 に 私 自 身 が 、 実 は ある 会 社 に 今 ス ポンサーになるべくして取り組んでいるところなんですが、
やはり一番懸念されるのが想定外の債務のリスクを切るというようなことが大変大事なことでご
ざいますので、そういう 意 味ではこの第二会社方式というのは大変適切だというのを実務の面でも
感じるところであり ます 。
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あと許認可の承継 の件 でございますけれど も、許 認可というのが御案内のとおり特殊な業界だけ
ではなくて、今 はいろん なあらゆる業種 、業態において許認可が必要というようなことがございま
すので、そうい う意味で は対象とする主務官庁も大変広範囲に及ぶと思いますので、是非このこと
については各経営所 管庁 との間の合意をでき るだ け早くお取りいただ いて、実際にこれが運用され
るようになったとき には 、施行されるようになったときには、その辺がスムーズ に行われるように
お願いしたいという こと であります。
あと認定条件につ いて 、１つは意見でご ざいま すけれども、先ほ どの地 方の説明の中で、有利子
負債キャッシュフロ ー倍 率が 20 倍以下であっても、支援が必要なときにはこれも対象にするんだ
というお話がござい まし たので、これは大 変ありが たいことでございま して、20 倍以下でも支援が
必要とされるような ケー スが業種によっては 多々 あるわけでございま すの で、その辺では大変あり
がたいと思っていま すの で、是非この辺も１ つよ ろしくお願いしたい と思 います。
あと１つは、同じ よう に有利子負債キャッ シュ フロー倍率の 10 倍以下ということでございます
けれども、なかなか計画 期 間がこちらにございますと３～５年というようなことでもございますの
で、大変 10 倍以下にす る のは特にこんなような経済状況の中では難しいような気持ちがいたしま
すので、できればこ の基準 を実態にあった形で 15 だとか 20 倍というような形に緩和していただけ
れば大変ありがたい と思 っております。
以上です。
○渡邊部会長

あり がと うございました。活発な御意見ありがとうございました。委員の御意見に

関して、岸本課長の 方か らお答えさせていた だき たいと思います。
○岸本経営支援課長

貴 重な御意見、誠 にありがとうございました。最初に弁護士会からいただい

た幾つかの実務上の 論点 ですが、これは今後詳細を検討していく段階で留意して解決に努めたいと
思っております。
モニタリング 、フォロ ーアップの関係で ござい ます。これは制度の問題というよりは再生支援 行
政にどういう施策を 追加 するかということ だろうと思います。再生支援協議会の役割としては、再
生支援計画をつくっ た後 は、一旦、債 権者と債務者にお戻しをするということで、フォローアップ
について事実の確認 はし ても、経営支援までは再 生 支援協議会を行わないということかと思います
けれども、他方 、地域力 連携拠点と経営支援の支援機関はほかにもありますので、そうした機関の
活用も含めて、フォ ロー アップについて検討 をさ せていただきたいと 思い ます。
国経由で許認可が うま くいくかという話が あり ましたが、これは実際には各県の協議会と都道府
県の許認可窓口と形 式的 に国を経由する部分 と今 から二人三脚で進め たい と思っております。
建設業あるいは人 材派 遣業の取扱いについ て、個別の御意見をいた だき ましたので、こ れは担当
省庁も含めて御相談 をし てまいりたいと思い ます 。
最後に曽我委員か らあ りました認定要件のところで すが、これは私的整理ガイドラインなりこれ
までの実務の積み上 げも ありますので、どの程度 のことができるか 、金融機関も含めた話し合いを
してみたいと思って おり ます。
○渡邊部会長

どう ぞ。
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○長谷川中小企業庁 長官

今、岸本課長から説明をいただきました認定の基準です が、我々もまだ

悩んでいるところが あり 、特に先ほどか らお話が あった経営者のモラ ルで す。今の有利子負債の倍
率ですが、これは 20 倍 以 上になっておりますが 、 不等号が上は青天井 です から、１億倍というこ
ともあり得ます。
そうすると、極端 な話で すが 、モラルの問題もあ りますが、一生懸命この負債を返そうとして頑
張っている企業は一 体ど うなるのだということです。この恩典を受けてきれいになって、先ほど石
垣さんが言ったのは諸般の事情でまさか従業員のことを無にするわけにはいきませんから経営者
は相変わらず、せいぜい その人の後継ぎになってしまった。一生懸命銀行にお借りしてお返しして
いる人から見ると 、自分 が苦しい思いをして いる のに向こうは再生し ても らって、また負 債の負担
が楽になってしまっ て１ からやるというとば かみ たいな感じがするの です。
そういう意味でも 、こ れは俗にゾンビとかというニックネームがある の です。今モラルという話
が出ましたが、いわゆる 産業組織的というか、勤勉にというか律儀に返しておられる経営者の方と
の関係で、有利負 債の上 限を設けるか否かに関して、御意見をいただきたいと考えております。後
ほど書面でも結構で すし 、お電話でも結構で すか ら是非いただきたい と思 います。
○渡邊部会長

あり がと うございました。本日いただきました御意見を踏まえまして、今後中小企

業庁におかれまして は、法改正に向けた作業 を進 めていただきたいと 思い ます。また、本日御参加
いただきました４人 の先 生方に関しまして、 貴重 な御意見、本当にありがとうございました。
それでは、続き まして 、議事次第にあります中小・小規模企業活性化人材の確保、育成 促進事業
の検討について事務 局か ら御説明をお願いし たい と思います。
○岸本経営支援課長

資 料４－１につきまして御説明をさせていただきます。

今年の秋以降 、急速に 雇用情勢も悪化をしてきてい ますが、従来から商工会議所のアンケートな
どを見ますと、中 小・小規模企業の経営者の 方の 大きな経営課題の１ つは 、人材の確保、特に正社
員の確保ということ であ ろうかと思っております。
この雇用情勢の悪 化と いうときにおいて 、一方 では中小企業、小規模企 業で働くことを希望 され
る方の就業機会をつ くる ことにも役立ち、雇用が流動化している状況だからこそ、優れた人材を確
保する機会にもなる ので はないかと考えております。
そうした観点で、今 年度 の２次補正予算の中 に平 成 21～23 年度の３か年 を事業期間とした、140
億円程度の事業規模 の人 材育成基金事業とい うも のを補正予算に計上 して おります。これは、来年
の国会に提出予定に して おります。
この事業を活用し て、２つのことを実施し てい きたいと思っており ます 。１点目は、ふだんは大
企業に向かいがちな 人材 、とりわけ大学生 につい ては、最初は大企業に就職活動をし、その後、中
小企業について採用 して もらえるかどうかと いう 順序があるわけです けれ ども、そうした人材につ
いて、地域の優 れた中小 企業・小規模企 業に橋渡しすることができないかということが１点目でご
ざいます。
２点目としまして 、就 職内定取消者が 11 月末までに 300 名、雇い止めについては厚生労働省の
推計ですが、こ れは尐し 前の推計ですので、実際にはこれは増え る可能性はあると思いますけれど
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も、年度末までに３ 万人 程度雇用が失われる とい う推計がございます 。また 2010 年の春の就職戦
線の展望をしますと、大 学 生を始めとして学生 の就 職活動も相当例年と 比べ て厳しいものになると
思います。そう した方々 が地域の中小企業・小規模企業で即戦力として働いていただけるようにな
るための知識あるい は技 能を実践型研修を通 じて 体得をしていただき たい。こうした２つのことを
この基金事業を活用 して 行っていきたいと思 って います。
具体的な事業の中 身に ついては、今 、部内でも検討中でございますが 、実践型研修につきまして
もう尐し申し上げま すと 、一番下に４項目 書いて ありますけれども 、商業・サービス業、ものづく
り、観光、農 商工連携の ４分野について各地の商工会議所あるいは商工会ほかで研修 コース、人材
育成コースの開催を して いただいてはどうか と思 います。
21 年度の税制 改正で、温暖化問題の対応として、太陽光発電システムの設置あるいは住宅の省エ
ネ改修について減税 措置 が充実をしておりま す。また、バリアフ リー法人 についても住宅ロー ン減
税が手当をされてお りま すので、そうした住宅工事に必要な人材を育成してはどうかということに
もなります。
３点目としまして 、商 店街、商業の活性 化につ いてです。特に商 店街で 操業を希望する若い 人材
について、体験型の 人材 育成をしてはどうか とい うこと。
４点目としまして 、中 小企業の海外市場展 開に ついては英文のホー ムペ ージですとか、外国から
の商談の対応、そうした 人材が必要であろうと思っております。こうした海外市場を目指す人材の
育成。こうした辺 りを柱 としまして、来年度以降、全国各地で事業を 実施してはどうかと思ってお
ります。
事業の詳細につい ては、各分野の有識者の方々から意見をいただいてまとめていきたいと思 って
おり、この経営支 援部会 の下に、小委員会、中小企業人材確保育成支援小委員会というものを設置
して、事業の具体策 につ いていろいろ御助言をいただきたいと思っております。
小委員会のメンバ ーに ついては２．に 記載のとお り、17 名の方を考えており、経営支援部会に今、
御所属いただいてい る委 員の中からは石垣委員、伊藤委員、村本委員のお三方に小委員会にも所属
をしていただきたい と思 っております。
簡単ですが、説明 は以 上でございます。
○渡邊部会長

あ り が とう ご ざ い ま し た。ただいま岸本課長から説明のあった件につきましては、

事務局と相談いたし まし て、人材小委員会を本部 会 の下に設置して議論 して いただきたいと思って
おります。
別紙のとおり 、人材小 委員会の委員を委嘱いたしまして、本日午後に第１回の会議を開催するこ
とになっております 。御 了承のほどをお願い したいと思います。
それでは、人材 施策の 御説明及び人材小委員会の設置について、御意見、御質問があれば御発言
をお願いしたいと思 いま す。
竹岡委員、どうぞ 。
○竹岡委員

弁護士 の竹 岡です。２点あります。まず１点目が、中小・中堅企業でいい人材を 採用

したいという会社は、今 、この景気の中でいい会 社なのです。ところが、自分自身も今、大学生の
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子どもがいて本当に 思う のは、求人面での情報発信力が大企業と中堅・中小企業で圧倒的な格差が
ある。大企業な どは何し ろ日々大新聞を含めまして広告宣伝をしていただいて、要するに記事にな
っていますので、も う知 らずと認知されてい ます 。
もしかしたら大企 業へ の就職が厳しくなる かも しれないという状況の今、公務員向けの受験のた
めの予備校が物すご くも うかっているという 変な 状況で、公務員もあと何 十 年すると財政難とかが
絶対自治体から出て きま すので、正直言 って本当 にいい職場なのかわ から ないのですが、そんなに
深く物事を考えずに みん なが知っているとか、ここは安定だというイメージがあれば学生で 若い人
は行ってしまう。そ れは 親もそうなのです。これは圧倒的に情報量が足りないの です。
特に今の大学生な どは 、完全に就職活動をインターネットでやっていますので、例えばリクナビ
とか、ああいう業 者が人 材の就職活動、就活業者が物すごく今 はやっている時代なのです。ここの
ところで結局若い人 材が 完全に囲い込まれています。そこに中小企業、中堅企業が入っ ていけない
というのが問題なん です 。この認識を持って いた だきたいのです。
だから、是非予算 の中で 、今、就活はこういうインターネットでやっている、インターネットに
若い人が来るんだと いう ことを前提として、例 えば インターネットを活 用し て中小企業、中堅企業、
就活はたくさんの会 社が 来るからみんながまたたくさん集まるので、なるべく集合的にいい会社を
大企業も混ぜたりい ろい ろして、集合的に いい中 小企業、中堅企業 を見せ て、そしてそこに 若い人
を誘導するというよ うな ＩＴ化にふさわしい 取組 みをしていただきた いん です。
それとともに、逆にい うと今度は中小企業、中堅企業が自分のホームページ、特に若い人の就職
向けのホームページ みた いなものを充実させ ると いう意味で、そういうよ う な支援 をしていただき
たい。若い人は情 報がは んらんしているにかか わらず、日本の中小、中堅企業に対して情報不足 で
す。この状況を改善するの は、やはり役所の力が非常 に大きいと思います ので、是非お願いしたい、
それが１点目です。
２点目は、例 えば先ほ ど建設業の不況 とかおっしゃいましたが、１級建築士さんは今めちゃめち
ゃ足りないのです 。なぜ かというと、例の改正建築基準法の問題で、耐震改修にも何にも全部１級
建築士さんが必要に なっ てしまって、例えば自治体の耐震改修がなぜ進まないかというと、ボトル
ネックで人材が不足 して いる。そういうような人材が不足しているところを洗い出していただきた
いです。
洗い出していただい て、そういうところに例えば 人材を誘導できるよ うな 、つまり育成の ための
資金とかを出して 、とに かく１級建築士さん が増 えて自治体の耐震改 修が できれば、建設 業もその
分仕事が増えるわけ です 。例えばそうい うような 、もしかして人材のミ スマ ッチということに対し
て、もう尐しちゃん と調 査を含めて取り組ん でい ただければというの が２ 点目です。
○渡邊委員

西川委 員、 どうぞ。

○西川委員

短く３ 点申 し上げます。１ 点は、ここにおいでの先生方のような著名大学ばかりが日

本の大学ではないの で、無名の大学も随分あ って 、そういうところ の就活 の実態は、極めて 尐ない
情報に頼って、個人がせ っせと授業単位を心配しながら休んでいろんなところに行っている。中堅
以上の大学では 、キャリ アサポートセンターのようなものがきちっとあって、情報をしっかりまと
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めて世話をするとい う体 制がある。一流 の大学で はもうそれがシステ マチ ックになって、企業との
関係が非常に濃密に でき ている。
この格差を中小企業 庁は 是非認識していただき、いわゆる著名でないまだ力のない大学自体が生
き残れるかどうかわ から ない、定員割れを起こし て いるような大学にも 働き たいという青年たちは
大勢いるわけですか ら、その人たちに対して 、地 方分部局やまたは前 田理 事長のところなどの お力
をお借りして、是非 その 情報のポイントを集 めて ほしい。
そして、大学の先 生や大 学の職員にもっと実態を教える。教える中小企業庁の方 には、率直にそ
ういうことをやって もら えるようなことを是 非お 願いしたい。これが １点 。
２点目は、昔、この役 所 にいたときに手に入れた情報は、失業者が 360 万いるときに、お仕事が
同じぐらいミスマッ チで 、求人をするんだ けれど も、応募してもら えない 。全国のミスマッ チがこ
こ に 現 実 と し て あ っ た 。こ れ を 当 時 の 厚 生 労 働 省と 一 緒 に な っ て 解 決 を する 努 力 を し た け れ ど も 、
今回はそれ以上のこ とが 必要だろうという、現実 に こういう大変なとき でも 雇いたいというところ
はあるわけです。
例えば私どもは、国から の予算を当てにして いま すけれども、今 、ないそ でを振っても、こ の１
月、２月、３月に 限定をい たしまして、50 人ずつリストラをされた人を区役所の臨時職員としてい
ただいて、学校事 務の補 助、学校図書館の整理、地域 の安全見守りというようなことをやってもら
おうとすると、警 備業法 に違反するとか、やれ何とかといろんな規制があって、せっかくの行為が
縮まってしまうよう なこ ともありますから、そこらについても目配りをしっかりしていただきたい。
新聞に 22 日に載ったら も う翌日に区役所に列ができて、月収わずか 13 万 5,000 円の臨時職でも是
非という、それで私 たち はそこから経験者採 用の 道につなげていこう とい うことを 23 区区長会で
も話し合っています けれ ども、そんなこ とで是非 是非非常に厳しい状 況で ございますから 、人材を
育ててという以前の 段階 だとまだ思いますので、緊急な雇用対策も併せてお願いしたい。
（西川委員、退室）
○渡邊部会長

あり がと うございます。

それでは、荻堂委員 、ど うぞ。
○荻堂委員

商工会 の荻 堂でございます。この人材育成というのは、私ども中小企業で例えば大変

大事なことでござい まし て、この人材育成の段階 で もやはり地方との格差が生じているのではない
かと思うんです 。いい高 度な 勉強をやりたいところはほとんど都市型に集中していまして、地方に
行くとなかなかそこ ら辺 まで達成できない、いわゆる塾とか専門学校でそういうことがありまして、
若い世代で勉強した くて もなかなか手の届か ない ところがあるとかと、私 は 沖縄なんですけれど も、
そういうことも多々 ある と思います。
例えば勉強してそ れを 更にもっと高度な勉 強を するためには、福岡だと か 東京まで飛んでいかな
ければいかぬとか 、受験 するためにもまたそ こへ 飛んでいかなければ いか ぬとか、大変経 費がかか
るわけです。そ ういうと ころにもう尐し行政的にも 支援ができる体制 、地 方との格差を是正す るた
めにそういうところももう尐し育成のための支援体制をつくっていただければ大変助かるのかと
思います。
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以前は中小企業診 断士 という人材育成のためにいろいろあったと思うんですが 、最近はもうこう
いういろいろ制度上 で一 応方法が変わりまし たけ れども、そうい う形で今 、１級建築士も大変足り
ないという話もござ いま す。確かにその辺は東京 辺 りでいったらレベル の高 い塾がいっぱいあると
思います。ところ が地方 にはその段階までのものしかないと思うんです。ですから、そういう難し
い構造計算、地方 の１級 建築士に出されていたらなかなかできない。ですから、どんどん地方は工
事の発注が遅れてく る。そういうことも実際格差とし て表れてきているんです。そこら辺をもう尐
し暖かい手を差し伸 べて いただければ、私ど もの 中小企業の地域も助 かる かと思います。
ひとつよろしくお 願い します。
○渡邊部会長

あり がと う。

では、鹿住委員、上 野委 員、小松委員お願い しま す。
○鹿住委員

無名大 学の 鹿住でございます。私どものような余り優秀ではない学生のいる大学でも

一応キャリアセンタ ーと いうのがあって 、学生の 面倒を見ているのですが、やはりどちらかという
と、キャリア職 員の方も 大企業のＯＢの方が多かったりして、大企業中心に紹介してしまうという
のがあります。
それはさておき 、私の ゼミの卒業生は３年前に卒業した学生が２名、上野 委員の会社にお世 話に
なっておりまして 、２名 働かせていただいて いま すが、そのきっかけとなったのが、私の授業でベ
ンチャーの経営者の方とか中小企業の経営者の方をお呼びしてお話をしていただく授業がありま
して、そこで上 野委員に 一度お話をしていただきまして、それがきっかけとなって私のゼミの学生
が上野委員の会社に 伺っ ていろいろお話を聞 いて、それで就職をさせて いた だいたという経緯がご
ざいます。
ここにあるような 経営 者の顔の見える情報 発信 は非常に重要だと思 いま して、ただやり方として 、
例えば大学側でいう と、合同の就職説明会 、会社 説明会というのはよ く開 かれているんですが 、そ
ういったところで中 小企 業の経営者の方に来 てい ただいても時間も十 分取 れませんし、ほかの大企
業の間で埋没してし まう 可能性がございます 。
もう尐し、人と なりと か、事業の内容とか詳しく学生に知ってもらうには、例えば寄附講座とい
う形で１コマ、地域の商 工 会議所 さんなら商工会さんがスポンサーという形で寄附講座をおつくり
いただいて、そこに地域 の 中小企業の経営者の方を講師として毎週違う方を派遣していただくとか、
そういった形で直接学生と十分に情報交換ができるような場なり仕組みづくりというのが重要か
と思います。
もう一点、ただ 残念な がら、うちの大学の学生のような余り優秀でない学生ですと、基礎的な社
会人力といいますか 、そ ういったものが付い てい ないということがあ りま して、恐らく中 小企業さ
んで即戦力として使 いた いと思ってもかなり 研修 しないと、例えば変な話 漢 字がよく読めないと か 、
英語もよくできない とか 、遅刻するとか 、そうい っ たところから鍛え直 さな いとすぐには使えない
と思います。
大学でやってくれ とい われればそうですが、大 学 も勉強を教えるとこ ろな ので限界がございまし
て、就職までの間にそこ を 実践型研修というところで社会人基礎力のようなこともある程度検証を
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しないと、多分 採用され た企業さんの方で苦労されるのではないかと思いますので、そういった感
じの研修も念頭に入 れて いただきたいと思います。
以上です。
○渡邊部会長
○上野委員

では 、上 野委員、どうぞ。
具体的 に名 前を出していただきま したので、申し上げたいと思います。この人材育成

という面では、私ども中 小企業経営者の役割というのも非常に重要だと思ってい ます。待っている
だけではなくて、やはり 自 分たちも必要な人材 が欲 しいときに企業努力をやはりしなければいけな
いのです。
私どもが具体的に 行っ ていることはどのようなことかといいますと、地域の高専あるいは大学の
３年生や２年生をお 預か りして、インターンシップを毎年 10 人以上実施しています。大学の卒業
研 究 や 修 士 論 文 の お 手 伝い も し て 、 そ の 中 で 本 当の 会 社 の も の づ く り の面白さを実感してもらう。
そして、その会社が目指 し ている夢を一緒に共有しようではないかということを 体験させるのが経
営者として大事なこ とだ と思っています。
もう一つ、多摩 地域で 行っていますのは、中小企業が５社くらい集まりまして、出前講座という
研修を高専に行って 実施 します。また別の日にバスで何人も企業に来てもらう。それで１日がかり
で社長が経営の話 、技術 の話をする。それが単位になるのです。勿論レポートをとる、出してもら
います。そのよ うなこと を行って地域が一体となれば、中小企業は面白いということになると思い
ます。そのよう に企業経 営者が努力をするということも大事なことだと思うので、国の支援策でな
い と 中 小 企 業 は 余 り 人 が集 ま ら な い と い う の は 、中 小 企 業 も 地 域 で 努 力 する と い う こ と に よ っ て 、
いい人材を採用する こと はできると思ってい ます 。
私 ど も は 今 、 非 常 に いい チ ャ ン ス が 来 て い る と思 っ て い ま す。だから、この機会をつかまえて、
いろんな形で学生さ んた ちに働きかける。地域のそれぞれの商工会議所や、私どもクラスターのや
っている TAMA 協会に お 手伝いもしてもらっていますし、そ のようなマッチングの機会に できる
だけ自分たちが出張 って いくことも、是非国としてお願いしたいということを発信した方がいいの
ではないかと思いま す。
○渡邊委員

続きま して 、小松委員お願いします 。

○小松委員

先ほど から いろいろお話を伺っておりますけれども、大企業さんの方に就職をしない

で中小企業にも来た いと いう方はいらっしゃ るわ けです。今、上野委員さ ん もおっしゃったよう に、
例えば経営者がそう いう 場面に出ていくとか そう いうことによって、そう い うものを知って是非入
りたいといって入っ てく る学生さんもいらっ しゃ います。その場 合、そう い う方というのは大企業
を既に受けて、そして受 からなかったとい う場合がほとんどでございます。中小企業に救いを求め
て希望を持ってくる わけ です。
私どもも、こう いう小さ い企業では、大学出とかそういうレベルの高い方をとるのは本当に何年
に 一 度 と な っ て い く わ けな の で 、 本 当 に 一 生 懸 命育 て る わ け で す 。 そ の とき に 、 育 て て い る 中 で 、
最終的には大企業さ んの 方に常に目は向いて いま す。そういうのは賃金の格差、待遇の格差、そう
いうものを見て 、途中で 自分がある程度企業の中で成長しますと、そういうところを受けてみたい
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ということで中途採 用で 出て行ってしまう 。です から、常に会社 の中は教 育会社みたいなこ とをや
っているわけです 。それ でも辞めたいといえ ば、頑張って将来いい家 庭を 持ちなさいと言って 送り
出すわけですけれど も、その中で教育をして いく のはもうそれでもい いと 思って、私の父 の代から
学校とみなせばいい とい う形でやっておりま すけ れども、その学 校として やっていく中でも 、企業
としてもっと勉強さ せた い、会社の組織 をもっと 学ばせたいと思った とき に、中小企業と いうのは
尐ない人数の中でや って いるので、なかなかシス テ ム的に大勢の中での 勉強 とかというのはないわ
けです。
ですから、そう いうセミ ナーとかそういうところにたくさん出 して学ばせたいと思っても、数尐
ないものしかない 。そう すると、民間の そういうセミナーに出しますと 多額の金額を出さなければ
いけないということ なの で、そういうセ ミナー、就 職してしまった学生 がま たそういうところに集
まってともに学ぶよ うな ものをつくってほし い。それは特に東京では なく て、宮城県とか 秋田県に
も 会 社 は ご ざ い ま す け れど も 、 全 く と い っ て い いほ ど 秋 田 県 な ど は 秋 田 市ま で 行 か な け れ ば な い 。
秋田市へ出て行くには１日がかりで半日かかっていって学んできたらもう時間がないというレベ
ル の と こ ろ な の で 、 是 非就 職 す る 前 の 学 生 を そ うい う ふ う に す る の も い いか と 思 い ま す け れ ど も 、
就職してしまってか らの 社会人としての 、先ほど 鹿住委員さんがおっ しゃ ったように、本 当にマナ
ーも何もできない 、あい さつもできない、本当に 言葉遣いもできない 、歩 き方から何から全部 指導
してあげて、そして それ らしくなっていくと いう ことまで我々はやる わけ です。
ですから、そう いうも のに対して、もっとシステム的に企業としてのやり方というのがある。そ
の部分を是非セミナ ーと かをたくさんつくっ てい ただきたい。そ して、出 て 行くことはいいと思い
ます。それぞれ がレベル アップしていくわけな ので、いつまでも小さい企業にいなくてもいいです
けれども、次々 と入って いっては会社が活性化して、日本の国が活性化していくという立場で私は
常にやっていきたい と思 っております。
以上です。
○渡邊部会長

あり がと うございます。

それでは、松島委員 、ど うぞ。
○松島委員

私も実 は今、小松委員がおっしゃったことと全く同じことを申し上げようと思ってい

ました。といいま すのは 、大学で学生を教えていまして、なぜ大企業を選ぶか、どういう会社を選
ぶかということなの です が、そのときに入ってからも自分を育ててくれるチャンスがあるというの
が、実は１つの大き な理 由になっています。
中小企業では、今、小 松委員がおっしゃったように、全く手不足ですし、自前のそういう研修を
することはなかなか 難し いのが実態だと思い ます。まさに入ってこれか らや ろうという人に学ぶチ
ャンスを与えるとい うこ とは、ひいてはそういう と ころに目を向かせる とい うことにもつながると
思いますので、私は是非 今、小松委員の おっしゃられたことをこの人材確保委員会の方でも御検討
いただきたいと思い ます 。
○渡邊部会長

あり がと うございました。

では、米村委員、 どう ぞ。
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○米村委員

一 言 手 短 に。 た ま た ま な のですが 、テレビの番組で、早稲田大学の先生が企画して、

秋田かどこかの中小 企業 に学生を連れてバス で行 って、１泊か２ 泊して見 てくる、ものづくりの現
場を見るという番組 があ りました。
２日ぐらい経った 後で 、経営者として の話をす るんですが、も うかなり の人が ものづくりの現場
を 見 て マ イ ン ド を 変 え てき た 。 会 社 側 も わ ざ と 汚い と こ ろ を 見 せ る と い うこ と で し た 。 で す か ら 、
現場を見せる、それこそ 大量のバスなどをしてあげて、地方も含めて現場を見せるという企画が 非
常に有効なのではな いか と今、思いつきまし た。 それが１点。
もう一点は、たしか外 国にあったとも思うの で すが、人材育成のための税額控除みたいなもので
す。そういう研修 に通う とか 、留学のための費用 があるかもしれませ ん。特に中小企業に対し ての
割り増しの人材の育成のための税額控除みたいな措置というのは非常に大事なのではないかとい
う気がいたします。
○渡邊部会長

あり がと うございました。

石垣委員、どうぞ 。
○石垣委員

今 、秋田と いうのがありましたけれども、今年の夏休み早稲田の学生さんが三重県に

10 人ほど来まし た。地元 の学生と一緒に、中小企業を案内しました。感動して帰りました。最後は
涙涙で帰っていきま した 。確かに今、言われたように、学生さんに 中小企業の現場を見せるのは大
事だと思っています 。
こ の 事 業 は 景 気 対 策 と し て 第 二 次 補 正 で 出 て く る と い う 話 で す が 基 金 を積 ん で そ の 果 実 で 何 か
やるわけですか、それと 、人材の確保なのか、人材育成なのか、雇用について今いろんな問題 が起
きていますが、採用する 場所を確保するのか、将来的に向けてこういうような人材を 育てていくん
だという視点を置い てい るのか、その辺のところが私ははっきりしない 。また第２補正で金額はど
れぐらいのお金をつ けら れて、多分後の 話である んだと思いますけれ ども 、あとこれはど のぐらい
続くんですかという こと が聞きたいところで す。
○渡邊部会長

あり がと うございました。議論はこの辺にしまして、岸本課長の方からコメントを

お願いしたいと思い ます 。
○岸本経営支援課長

で は、何点か私から申し上げたいと思います。最初に石垣委員からお尋ねが

ありました点ですけ れど も、140 億円で一部はジョブカフェ事業に 15 億円ほど回りますが、これ
は果実の運用ではな くて 、全額使っていく取り崩しタイプです。
○岸本経営支援課長

各 実施主体としては地域の商工会議所や、中小企業の組合ですとか、さまざ

まなものが考えられ ると 思いますけれども、毎年 、定額の補助あるいは委託の形で施行していると
いうことになります 。
事業の柱は、先ほど御 説明しました資料の４－１にあるとおりでして、学生さんあるいは求職者
を中小企業につない でい く橋渡しの事業と、即戦 力 として活躍できる人 材に なっていただくた めの
研修。この研修は 、小松 委員から御指摘がありましたけれども、求 職する方だけではなくて、既に
働いている従業員の 方も 含めて実施したいと思います。
竹岡委員からお話 のあ りましたネット対応 です けれども、非常に重要だ と 我々も思っておりまし
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て、これを基盤整備機 構の ような官で行うのか、民間の業者にお願いするのかあるんですけれども、
中小企業の経営者の 方の 生の実相ですとか 、どう いう人材を求めてい るか とか、先輩のプ ロフィー
ルとか、そうしたも のを 顔の見える形で発信 する 仕組みは是非つくり たい と思っております。
あと寄附講座のお 話が ありました。寄 附講座も この事業の中に 、先ほど の分野でいいますと もの
づくりの分野で予定 をし ておりましたけれ ども、ほかの分野も必要があれば 追加を考えたいと思い
ます。
今日の午後から小 委員 会で審議もございま すけ れども、今日いただきま し た御意見は最大限反映
するような形で成案 をつ くってまいりたいと 思っ ております。
○渡邊部会長

どう ぞ。

○長谷川中小企業庁 長官

岸本課長の説明は 基本 的に尽きているので すが、先ほどからお話があり

ましたように、１と２と 分けてあ るのは、１はむしろ人材を全国から採りたい という中小企業の方
に対する支援です。
経営者の方はできれ ば地 元や身近から採用したい。そうすると、地元の何々大学の工学部、ある
いは高専から採用し たい 。ところが、多 くの人は 名古屋、東京に行ってしまうのです。そういう方
からすると、今はむしろ 一 時よりは風は人の採用というだけについていうと順風になっている ので
す。かつ、採 り手の方が 立場が強くなっていますから、逆に地方に限らず全国的に網を広げて採り
たいという中小企業 がか なりの数いらっしゃ います。
その過程で、学生さん が尐しでも即戦力になるように、場合によってはインターンシップなども
入れたいのです。ただ、インターンシップは受入れられ る中小企業に限定がありますから、小さな
中小企業の方に学生 さん を預けるということ 自体 が無理なことがあり ます ので、インターンシップ
のサイズは実は余り 野心 的な数は考えていま せん 。ただ、なるべく多くの 方 が出てきてくれれば大
変ありがたい。これ が１ です。
２は、今、岸本課長か ら申し上げたように職を求める人なの ですが 、これも大きく２つに分けて
あって、１つは 学生など が不幸にして就職が 決ま らなかったときに 、半年 なり１年間なり無駄 にし
ないように、ど こか前田 理事長の施設を借りることもあれば、場合によっては民間の施設をお借り
して、地方に行 けば学校 が空いているところだっていっぱいありますから、そこを借りて教育をす
るり。そこに教え る方を 募る事に関して、この小委員会の方にお知恵を借りたいところです。そこ
で教えてもらう。どうい うことを教えたらい いか 。座学だけではなくて実学もあるし、場合によっ
ては先ほどおっしゃ った あいさつもあれば体 力も あると思います。そういうようなことをこれから
固めていきたいとい うこ となのです。
２つ目は、総じ て申し 上げると、今、需要は急に冷えてきましたので、生産ラインを３ライ ン持
っているが、２ ラインで いいという企業は増えていると思 います。その１ライン分の方が有休 にな
っ て 職 を 失 っ て は い け ない も の で す か ら 、 と り あえ ず ち ょ う ど い い 機 会 だか ら 研 修 に 来 て も ら う 。
合宿型みたいなもの を考 えて、できればこれは実 施 は山紫水明の大変い いと ころでやりたいと思っ
ていますから、その 辺も 御意見を聞きたいと 思っ ています。
○渡邊部会長

あり がと うございました。続きまして、最近の中小企業施策につきまして、その現
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状を事務局から報告 して もらいたいと思いま す。ま ず地域力連携拠点の 評価 について御説明してい
ただきたいと思いま す。
○桜町小規模企業政 策室 長

小規模企業政策室長の桜町でございます。お時間もございませんので、

手短に御説明をさせ てい ただきたいと思いま す。
お手元の資料５の１ ペー ジ、地域力連携拠点 は５ 月 30 日にスタートいたしましたけれども、 11
月末、半年間で 10 万件 弱 の相談を受けたということでございますが、むしろそれよりも相談にい
らっしゃった企業の 方の 評価としまして、この 下に ございますように、経 営課 題の把握ができたり、
あるいは経営課題の 解決 の対策が立てられた り、あ るいは拠点に来て経 営が 上向いていくのではな
いかと感じていただ いた り、それなりの割合の方々がうまく使っていただいているのではないかと
思っておりまして、そ うい う意味ではまずまずの滑り出しかと思っておりますけれども、これは 316
の拠点全体の話でご ざい まして、それぞ れの拠点 を個別に見ますと 、それ なりにばらつきもご ざい
ますので１個１個評 価を していこうというの が２ ページ目でございま す。
この拠点の評価は拠 点と しての組織としての 評価 と、拠点の中で中心的な 役 割として活躍してお
られる応援コーディ ネー ター個人の評価と２ つや っております。組織の評 価といたしましては 、こ
の拠点はユーザーである中小小規模企業本位の運営をするということを１つの大きな柱としてま
いりましたので、この拠 点 の評価もユーザーの 方が 外部の評価として客 観的 に評価していただくと
いうことでやりまし た。
個人の方の評価とし まし ては、むしろ 830 人応援コーディネーターが全国にいらっしゃいますけ
れども、こうした方々が 自 分もそういう支援のやり方をまねしたいと思えるようなものはどういう
ものかという観点を 大事 にしながら選択をさ せて、選定をさせていただ いた ということでございま
す。
その結果は次の４ペ ージ ほどに出ているとおりでございまして、こうした組織 、個人それぞれの
いい事例を全国に発 信を していくということ で、拠 点あるいはそれを支 える 中小企業の支援機関も
競争しながら、いい組織 になっていく、あるいはいい支援活動をしていくという方向に向かってい
っていただきたいと いう ことをやらせていただいているわけでございます。
７ページ、今後でご ざい ますけれども、半年で 10 万件弱ということで 420 万社中小企業がいら
っしゃることを考え ると 、まだまだ尐な いと思っ ております。拠 点の浸透 を引き続き一層図っ てい
きたいと思いますと とも に、これは単にＰＲを して いるだけでは浸透し てい きませ ん。やはり実績、
結果を出していくと いう ことが大変大事だと 思っ ておりますけれども、各 拠 点でばらつきがある中
でも、それぞれの拠点が 今 まで以上にその力を付けていっていただくということも大変大事だと思
っておりますので 、模範 的なやり方を学んで いた だくなどの方法を使 いな がら、一層拠点 全体を強
化していきたいと考 えて います。
以上でございます。
○渡邊部会長

あり がと うございます。それでは、引き続き、農商工連携促進法の実施状況につき

まして、説明をお願 いし たいと思います。
○本橋新事業促進課 長

新事業促進課長の本 橋で ございます。お手元の資料６に基づきまして、農
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商工等連携促進法の 実施 状況につきまして、 御紹 介をさせていただき たい と思います。
まずはこの事業計 画の 認定の基になります 基本 方針につきましては 、本 委員会におきまして 、６
月２日及び８月１日 に御 審議いただきまして 、そ のときの御意見等を 踏ま えまして案を作成し 、パ
ブリック・コメント 等の 手続を踏まえまして、８月 20 日に基本方針を告示させていただいており
ます。
その基本方針に基 づき まして、資料６の下段の よ うな事業計画の認定 をさ せていただいておりま
す。９月 19 日に第１回 の 認定を行い、事業計画 65 件、支援計画４件を 認定 しました。11 月～12
月にかけまして、第 ２回 の認定を行い、事業 計画 49 件、支援計画１件を認定しました。合計で現
在 119 件の計画を認定 し たところでございます。これらは、関係者の御支援、御協力のたまものと
考えております。
なお、この認 定された 計画の主なものを紹介します。資料６の上段に例示させていただいており
ますように、場所として は、北海道から沖縄に至るまで、日本各地で展開されています。また、連
携体への参加者につ いて は北海道では、農業の方 と中小企業者の方の共同事業、東京都では畜産業
の方々と測定器を開 発さ れた中小企業の方々 、愛 知県では、殺菌 、衛生管 理技術を有する中小 企業
の方々とシラス漁を 行う 水産業者の方々 、更に徳 島県の事例では 、山林資 源等を有する林業者 の方
と建築業を営まれて いま す中小企業の方が 、それ ぞれ連携体に参加し てい ます。このよう にさまざ
まな地域で中小企業 者と 農業者のみならず、林業 者 や水産業者が参加し た事 業計画がこれまで認定
されているところで ござ います。
なお、今後の予 定でご ざいますけれども、既に 119 件認定をされておりますが、引き続き事業計
画の認定に努めてい きた いと考えており、今年の２～３月にかけて、第３回の認定を予定しており
ます。
私からは以上でご ざい ます。
○渡邊部会長

あり がと うござました。それでは、引き続き中小ものづくり 高度化法に基づきます

特定ものづくり基盤 技術 高度化指針の法改正 につ いて、説明をお願い した いと思います。
○喜多見創業・技術課長

創業・技術課長の喜多見でございます。資料７でございます。中小もの

づくり高度化法に基 づい て、20 の技 術を指定するとともに、これの高度化の方向性を指針としてつ
くってございます。 前回 、夏の経営支援部会 にて 、この 20 のうち、ユーザー産業のニーズが変化
している、あるいはそれ に 伴って必要な技術に変化が生じている９分野について改正作業に入ると
い う こ と を報 告 さ せ て い た だ き ま し た 。 そ の後 、右 下 の 改 正ス ケ ジ ュー ルに あ り ま すと お り 、 12
月までに関係業界あるいは有識者の意見を聞いて指針の改正原案を作成したということでありま
す。
ちょうど本日、その原 案をパブリック・コメントに付したということであります。１か月という
ことで、１月 24 日に締 め 切って、その後、本審議会で御審議をいただいて、新たな指針を２月上
旬に公表するという 予定 でございます。
簡単ではございます が、 以上でございます。
○渡邊部会長

あり がと うござ いま した。それでは、引き続きまして、 2009 年度版の元気なもの
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づくり 300 社の 進め方に ついて説明をお願いしたいと思います。
○喜多見創業・技 術課長

それでは、引き続きまして資料８でございます。ものづくり中小企業 300

社ですが、 2006 年 以降 な かなか 目に 触れ にくい中小企業について発掘して公表するということを
やってございますが 、こ れについて引き続き 2009 年も進めてまいりた いと いうことであります 。
他方、経済状況が厳し さ を増しているということでありますので、これまでの 300 社のような高
度な技術を用いて革 新的 な製品を供給してい るな ど、全国的にも力のある中小企業だけではなくて、
地域において小規模であっても重要な役割を果たしている小規模企業をこれまでとは別の基準で
300 社のうち 半数選定し たいと思ってございます。つまり、 300 社のうち小規模企業から 150 社、
それ以外の従来からの 300 社に相当するものを 150 社選んでいきたいと いう ことであります。特 に
小規模企業の選定に 当た っては、地域の 特色を生 かした材料あるいは 技術 手法を用いている 、ある
いはＢtoＣのよう なもの をつくる会社においては、つくっている製品が環境、省エネ、高齢者対策、
安全・安心のよ うな社会 的課題の解決に役立つようなものである。あるいはその地域における雇用
に配慮しているとい うよ うな企業を中心に選 定し てまいりたいと思っ てご ざいます。
３番目のスケジュ ール にありますとおり 、現在 、公募をしている という ことでございます 。更に
この公募のほかに 、地方 経済産業局あるいは 中小 機構等々からの推薦 を集め、選定を進めてまいり
たいと思ってござい ます 。
２～３月にとりま とめ を行って、中政審 の小委員会で審議を行い、４～５月に発表、５～６月に
表彰を行いたいと思 って ございます。
２枚目は今、公募 をし ているものの公募の 概要 ということでござい ます 。
私からは以上でご ざい ます。
○渡邊部会長

あり がと うございました。皆様 大変に活発な御意見をいただきましたので時間がな

くなってしまいまし たが 、ただいまの説明で 特に 御意見がある方はい ます か。よろしいですね 。
それでは、こ れをもち まして本日の経営支援部会を終了させていただきたいと存じます。各委員
の皆様方には、御多 忙の 中、貴重なお時間を いた だきまして誠にあり がと うございまし た。
最後に、事務局から 事務 連絡をお願いしたい と思 います。
○岸本経営支援課長

長 時間どうもありがとうございました。部会長から御説明いただきました３

月の改正の件ですが 、今 日いただいた御意見を参考に、来年の通常国会提出に向けて作業を進めて
まいりたいと存じま す。
次回の経営支援部 会の 日程については 、後ほど 事務局から御通知を 申し上げます。お手元の資料
は大部にわたります ので 、お席に置いていた だけ れば郵送させていた だき ます。
長時間本当にあり がと うございました。ど うぞ よいお年をお迎えく ださ い。
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