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Ⅰ．「地域力再生機構（仮称）」の創設の意義

１．日本経済の重要課題は、地域経済の建て直し 

各地域の経済が活力を取り戻し、特色ある自律的発展を実現して

いくことは、日本経済の重要な課題である。今回の景気回復が長期

にわたって続いている中で、 近の地域経済の状況をみると、有効

求人倍率の改善、多くの地域における設備投資の活発化など全体と

しては明るい兆しが現れてきているが、地域ごとの状況にはばらつ

きが生じている。 

（注） 

（１）地域経済動向の判断（平成 19 年５月） 

「力強く回復」・・・・・・・東海 

「回復」 ・・・・・・・北関東、南関東、北陸、中国、沖縄 

「緩やかに回復」・・・・・・近畿、四国、九州 

「持ち直し」・・・・・・・・東北 

「持ち直しの動きが緩やか」・北海道 

（２） 鉱工業生産や完全失業率、有効求人倍率といった指標をみると、い

ずれも景気の谷ごろと比べて、おおむね全地域で改善している。ただ

し、その改善度は、例えば、北海道や四国などでは、有効求人倍率の

伸び率が相対的に小さい。 

地域ごとのばらつきの背景には、産業構造の変化や人口動向の違

いなど様々な要因が存在する。このような問題を克服するためには、

地域が有する「総合的な経済力」としての「地域力」1を 大限発揮

していくことが重要であり、その重要な手段として、地域経済を支

える企業と地域金融機関が「エンジン」の役割を十分に果たし、さ

らに地方公共団体や地域コミュニティ等が連携協力する中で、地域

全体の一体的な再生・活性化に集中的に取り組むことが不可欠であ

「地域力」は、ここでは、住民、企業、自治体等の地域の構成員が、地域としての魅力や

価値を向上させ、持続的な地域経済の成長を実現させる「総合的な経済力」のことを指し

ている。
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る。これにより、厳しい経済情勢の中で頑張っている地域の企業を

地域全体として後押ししていくことが重要である。 

２．地域の中規模企業の再生・活性化の余地は大きい 

「地域力」の発揮による地域経済の成長のためには、地域の経済を

雇用や取引関係等の面から支えている、地域経済の中核となる中規模

程度の企業や地域住民の生活を支えるインフラを提供している企業

の事業再生・活性化が欠かせない。 

また、現在の地域経済の状況を金融面から見ると、地域金融機関

の不良債権処理については、不良債権比率がピーク時の約半分に低下

するなど、全体としてその健全性は着実に改善しているが、改善の度

合にはバラツキが見られ、不良債権処理が遅れている地域の企業にお

いては、更なる再生・活性化の余地が大きい。 

（注）平成 18 年３月期の地域銀行の不良債権比率：４．５％（平成 14 年３月期：

８．０％） 

※参考：平成 18 年３月期の主要行の不良債権比率：１．８％（平成 14 年３

月期：８．４％）

地域経済においてはサービス産業が重要な役割を果たしているが、

一般的にサービス産業の生産性は低い水準に止まっている。地域の企

業の経営手法を緊張感や規律をもった形に改善していくための努力

を注ぐことにより、生産性水準の低い地域のサービス業の生産性を向

上させ、地域経済の成長につなげていくことが可能である。 

３．第３セクターの問題は、地域経済において緊急の課題 

地域経済の成長力の向上を図る上では、地方公共団体が出資又は出

えんを行っている法人である第３セクター2（以下「３セク」）にも目

を向ける必要がある。３セクには運輸、商業、観光・レジャーなど、

地域の中規模の企業と同様、地域経済に対して雇用や取引関係の面で

重要な影響力を有する事業や地域住民の重要なインフラを提供して

2	 本中間報告において「第３セクター」とは、「地方公共団体が出資又は出えんを行っている

民法法人及び商法法人」を指す（地方住宅供給公社を含む。以下同じ）。
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いる事業もあり、このような事業の再生・活性化は、地域経済の建て

直しの重要な要素である。 


このような点に加え、３セクについては、 


＊経営責任の所在が曖昧 

＊民間と同様のレベルでの緊張感を持った経営がなされていない 

＊設立当初から赤字続きであり、第３セクター方式を採用するこ

とそのものに疑義がある 

といった問題を有したケースが見られ、その経営は平成 18 年３月末

で約 40％（約 3,000 法人）が赤字、約５％（430 法人）が債務超過

に陥っており、全体の対外債務の総額は約 13 兆円に達する状況（総

務省調査）にある。（注）また、民間調査機関の調べでは、平成 19 年（１

～６月）に入って倒産件数は 11 件にのぼっている。（注：キャッシ

ュフローをベースに資産を再評価した場合には多大な設備投資を行

った赤字３セクのうち債務超過となっている可能性のものもある） 

経営状況の悪い３セクへの対応は、地方公共団体の将来の財政負

担の縮小に寄与する可能性が高い。また、地域の金融機関にとって

も、経営状況が悪く、経営に対するガバナンスも十分でない３セク

に対する過剰な融資は看過されるべきものではない。地域経済の成

長の基盤づくりには、地方公共団体の財政健全化が不可欠であり、

そのために、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（参考①）に

基づく取組や金融機関の適正な判断等とともに、３セクの問題の早

期解決を図ることは、緊急の課題である。 

４．地域経済の再生の主役は民間。官は先導的な役割を担う 

以上のように、「地域力」の発揮による地域経済の成長を果たすた

めには、地域経済を支える中規模企業や３セクの再生・活性化を確

実かつ早期に進めていく必要がある。 

この再生は民間セクターが主役であることは当然であるが、民間

だけでは必ずしも十分な取組が行われない状況もある。その背景に

は、３セクはもちろん、交通・病院サービスのように事業再生に公
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的な調整が必要とされる分野が多いほか、民間企業についても様々

な理由から問題解決が先送りとされて、地域金融機関や地方公共団

体等だけでは抜本的な再生・活性化になかなか着手できないという

構造的問題も指摘することができる。 

このような状況を克服し、再生に向けての先導的な役割を果たす

観点から、国、地域金融機関、地方公共団体、地域の産業界等が連

携しつつ、地域の中規模企業や３セクの人材・資金・事業構築の一

体的な再生・活性化を後押ししていくことの公益上の政策的必要性

は高い。特に、喫緊の課題として事業の健全化が求められている３

セクについては、中立・公正な機関がその再生等に積極的に取組む

ことにより、債権放棄についての議会の議決など関係者の利害調整

が進みやすくなるなど、公平な立場からの円滑かつ根本的な解決が

促進されることが期待される。 

５．「地域力再生機構」によって、地域経済の本格的な建て直しを

以上のようなことを踏まえ、地域経済の成長力を向上させ、本格

的な建て直しを実現していくためには、中立・公正な立場から、地

域の中規模企業や３セクの事業再生を推進する観点から、対象企業

の資産査定（デュー・デリジェンス：ＤＤ3）、再生計画（仮称：以下

同じ）の策定支援、債権者等の利害関係者の調整、資金・人材面の

支援等を行うものとして「地域力再生機構」（仮称：以下「機構」と

いう。）を創設する意義は大きいと言える。また、対象企業・事業の

活動が周辺地域の諸状況と密接に関係していることから、地域全体

の一体的な再生・強化を、地方公共団体等の地域の構成員と連携し

つつ支援する機能を有する必要がある。 

Ⅱ．重視すべき７つの点―産業再生機構のノウハウを継承しつつ、地域 

3	 Ｄue Ｄiligence 対象事業者の現状をあらゆる角度から調査する手続。単に財務的な資産

状態を査定するのみならず、法務、ビジネスといった総合的な角度から企業の実態に対す

る総合的な調査を行う。
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の特性と民間活力を活かす

機構が期待される役割を十分に果たすためには、事業再生に一定の

成果をあげた産業再生機構（参考②）のノウハウを継承しつつ、個々のケ

ースの諸事情を踏まえ、地域の特性や民間活力を活かした対応を行う

ことが求められる。機構において重視すべき点は以下の７つである。 

○ 地域経済の再生の先導的な成功事例の創出を目指す 

機構は、地域の企業の再生・活性化を通じて関連する地域全体の一

体的な再生・強化を図る取組を喚起する方法としての先導的な成功事

例の創出を目指す必要がある。特に、人口減少や高齢化の影響が著し

い地域経済においては、当該地域の消費を振興し、それによって新た

な産業を作り出すようなモデルづくりや市場環境の変化に対応するよ

うなモデルづくりを強く意識すべきである。そして、他の地域での同

様の改善を再現させる、連鎖的展開が可能であるタイプの事業なども

対象にしていくことが望ましい。 

○ 画一的対応でなく、地域特性や事業者の状況に応じた手法を展開す

る 

地域経済の状況は、各地域の産業構造の差違等を背景に千差万別で

あり、企業や事業の収益性は他との差別化から生ずることから、各地

域の特性や事業者の様々な状況に応じた も効果的な手法をテーラー

メードで立案し、展開していくことを基本的な手法とすべきである。 

その際、地方公共団体、地域金融機関、地域の産業界等と連携し、

地域の特性に応じた事業再生を行うことが重要であることはもとより、

将来的に地域が自らの力で「自走」していくことができるよう、地元

の有能な人材を機構のチームに組み入れ、人材育成を図っていくこと

が望まれる。 

○ 地域の境界を越えた、全国的なレベルでの取組を展開する 
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機構の特色の一つとして、全国各地の様々な業種の再生を手がけた

産業再生機構のノウハウを十分に活かし、様々な地域の企業の再生に

取り組んでいくという点が挙げられる。 

地域企業は、従来は、一定の地域内で人材を活用したり企業と連携

したりする再生例が多いが、地域の本格的な再生を目指す場合には、

地方公共団体の境界などの地理的範囲にとらわれず、大都市部から地

方への経営人材や専門家の流れを作り出したり、全国規模のシナジー

を追求することによって地域の再生を目指すという手法を採用するこ

とは、有用性が高い。 

機構が、我が国全国のベスト・プラクティス（成功した事例、人材、

手法）を活用し、企業間の連携を促進するとともに、地域横断的なネ

ットワークを活用して 適なパートナーとのマッチングを成立させ、

企業価値の向上を支援することへの期待は大きい。 

○ 民間活力の活用を重視しつつ、他施策との役割分担により、新たな

選択肢として機能する 

産業再生機構が活動していた時期と比較して、現在は、民間の事業

再生ファンドや再生に係る専門的な事業者が増加し、また、企業間の

Ｍ＆Ａもより活動が活発になってきている。このような状況を踏まえ、

機構の業務遂行においては、「民間活力の活用」を基本的な運営方針と

する。 

また、事業再生の分野においては、民間のほか、中小企業再生支援

協議会（以下「協議会」という）や整理回収機構（ＲＣＣ）などの主

体がそれぞれの特色を活かした取組を進めてきている。こうした取組

との間で機能が重複することがないよう、役割分担と連携に十分配慮

する必要がある。 

これにより、多様なニーズを有する地域にとって、機構の設置が新

たな選択肢が加わることとなるよう機能することが重要である。 

○ 地域金融機関や地方公共団体、地域産業界、国等との連携・協働を
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確保する 

機構は地域の一体的再生・強化を図る上で、地域金融機関、地方公

共団体、地域産業界などの地域の重要なステークホルダーと密接な連

携・協働を図ることが重要である。 

特に、地域企業の再生においては、経営者の意識改革を促し、事業

再生の効果をあげていく上で、地域金融機関が果たすべき役割は極め

て大きい。また、３セクについては、地方公共団体は共に再生に取り

組む姿勢が求められると言える。さらに、国（関係省庁等）の理解と

協力が再生を実現するための不可欠の要素となっているケースも想定

される。こうしたことから、法的な枠組も含め、機構と地域関係機関

との連携・協働を促進するための事業スキームについて具体的な検討

を進めるとともに、個別案件において、十分配慮した対応が求められ

ている。 

○ 独立性・中立性の高い組織とする 

産業再生機構は、市場ベースの企業価値の評価と公正な判断を 大

限尊重し、それに対する政府機関による全面的サポートの下、支援決

定その他における外部からの干渉を排除するための仕組みを産業再生

機構の内部に整備したが、機構においても、類似の仕組みを内部に整

備することにより、独立性・中立性を十分に担保することが極めて重

要である。

また、意思決定の公平性・透明性を担保する観点から、産業再生機

構の「産業再生委員会」と同様の外部有識者を含めた意思決定機関を

設けることが適当である。

○ ５年の時限組織として、集中的な事業展開を行い、民間市場の創造・

拡大へ結びつける 

産業再生機構は、法律上、実質的に５年の設置期限を設けることに

より、再生案件の実施に集中的に取り組み、緊張感を持った形で業務

を遂行し、相当の成果を挙げた。 
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機構についても、現在の喫緊の課題である地域経済の建て直しに向

けて、５年間に限り集中的に事業を実施し、民間ファンド、事業再生

ビジネス、人材ビジネス等の関連ビジネスを強力に育成していくとい

う役割を担うことが適当である。 

Ⅲ．「地域力再生機構」の機能・業務

１．対象としては、「地域の中規模企業」や「３セク」と、それらに関

連する「面的再生」 

（１）地域経済に相当程度影響のある中規模企業を対象 

① 機構は、地域経済の成長力強化を目的としていることから、

地域経済全体に対して相当程度の影響を与える企業を対象と

することが適当である。具体的には、 

・雇用、取引関係等において地域経済社会に大きな影響を有 

しており、地域の活性化にとって有益な企業であるが、 

・金融支援やＤＤを伴う利害関係者間の調整を含む手法によ 

る事業再生が求められている企業 

を対象とすることが適当である。具体的なイメージで言えば、

債権放棄等の金融支援による事業再生が求められている、地域

のコングロマリット企業をはじめとする中核的な企業が対象

として想定される。 

これに加え、地域住民の生活を支えるインフラを提供してい

る企業（例えば、交通、医療などの分野の企業が想定される）

の再生にも機構が重要な役割を果たすことが期待される。 

（注）これらの分野には、商法法人以外にも地方公共団体の一部門と

しての公営企業形態のものや土地開発公社・地方道路公社も存在

し、これらの経営健全化は地域活性化に有益であると見られる。

これらについては、一般の企業や３セクにおける事業再生と同列

8




に論じられないが、機構のノウハウを活かした幅広い支援策があ

り得ることを考えれば、支援の対象として公営企業等を当初から

除外する特段の理由はないと考えられる。 

② 支援の対象となる「中規模企業」の定義・基準については、

画一的・数量的な上限、下限を設けず、売上高、従業員数、

関連事業者数（下請、取引先等）などの状況を総合的に判断

して、当該地域にとって大きな影響を及ぼすと言える程度の

規模の企業を運用上対象とすべきである。この際、支援の対

象とするか否かを判断する際に用いる具体的な基準（支援基

準）の検討を進め、策定することが必要である。 

なお、このような「中規模企業」の再生を支援するに当たり、

機構は、あくまで経済合理性に則って事業の再生を目指すべき

であり、地域の企業の公正かつ自由な競争を阻害することがな

いようにすべきである。また、自力で頑張っている地域の企業

に対して不公平感を与えないような考慮が必要である。 

（２）第３セクターの再生モデルを確立 

① 第３セクターの定義は、「地方公共団体が出資又は出えんを行

っている民法法人及び商法法人」であり、企業規模等を問わず、

再生の必要性が認められる企業を対象とすることが考えられる。

民間だけでは実施できない事業再生を手がけることが機構に

本来的に求められている機能であり、３セク等の公共性の強い

ケースに機構が取り組む意義は大きい。特に、経済合理性の判

断が先送りになっている案件に対しては、機構のような中立・

公正な機関がＤＤの実施も含め対応を後押ししていくことが有

用である。 

② 具体的には、案件持ち込み後に３セクに対してＤＤを行った上

で策定される事業再生計画案（財務再構築及び事業再構築を意

味するが、破たん処理を伴う計画も考えられる。）に基づいて、
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機構が支援決定・買取決定を行い、その後に当該計画の実行を

機構が支援していくという業務の流れが想定される。 

また、３セクの再生の方法としては、破たん処理（法的整理）、

完全民営化、事業整理の後の再スタートなど、色々と考えられ

るが、地域の実情などを踏まえて、幅広い選択肢を用意してお

くことが適当である。３セクの再生モデルは、未だ確立されて

いるとは言い難い。３セク再生にあたっては、地域における事

業ニーズや公益的な役割を踏まえて、専門家の視点から経営再

生に取り組むことが必要であり、他の案件のモデルケースとな

るような再生モデルを確立することが期待される。 

（３）産業再生機構では制度上限界があった「面的再生」への取組 

①「面的再生」の重要性 

機構は、地域の中規模企業や３セクの再生を目指すものであ

るが、そうした企業の再生を実現するためには、当該企業だけ

でなく、地域の関連企業や公的セクターとの調整、地域資源を

活用した一体的取組や地方公共団体との連携なども組み込んだ、

面的な広がりを持った再生（「面的再生」）が必要となるケース

が想定される。 

産業再生機構の経験では、民間交通グループの再生において

公共交通機関との事業調整等が行われ、それが再生に重要な意

味を有したケースが挙げられる。その一方、地方都市の百貨店

再生のケースでは、周辺の商店街の再生について、地方公共団

体や地元関係者の協力が必ずしも十分には得られなかったケー

スや、複数の温泉旅館を対象に再生に取り組んだが、街全体の

環境整備や地域資源活用の点では課題を残したケースなどもあ

り、産業再生機構でも必ずしも十分な連携・調整機能を制度面

で有していたわけではなかった。 

したがって、機構が地域力の面的な再生を主眼の一つとして
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効果的かつスピーディに業務を遂行するには、機構の重要な機

能の一つとして、地方公共団体や国（出先機関等）といった公

的セクターとの間でしっかりした連携協力体制を構築するとと

もに、地域の関連企業や地域資源の活用等について、機構が積

極的に働きかけ得るような仕組みを用意することが必要である。

② 面的再生の対象ケース 

面的再生のために公的セクターや地域関係者等との間で連携

等が必要となるケースは様々な形態が考えられるが、例えば、

以下のようなケースが想定される。 

ア．周辺地域等の環境整備が必要とされるケース

（例）百貨店再生のために周辺商店街活性化に取り組む必要があるケ

ース

イ．事業調整の面で国や地方公共団体の調整機能の発揮が必

要とされるケース

（例）・ 交通サービスにおいて公営企業を含む同業他社との事業調整

が必要とされるケース

・ 病院・福祉サービスにおいて、他施設との機能面の分化・集

約等が必要とされるケース

ウ．他の事業分野との一体的な事業展開が必要とされるケー

ス 

（例）地域交通機関の再生のために、観光資源等との一体化が必要

とされるケース

エ．複数企業を対象に同時・包括的な再生に取り組む必要が

あるケース

（例）温泉街のケース

オ．一つの地域にとどまらず、全国規模で「ウェブ（蜘蛛の

巣）状」に企業の融合を進めるケース

（例）単体では存続が難しいバス会社を全国規模で統合し、統合シナ

ジーを追求するケース

③ 必要とされる措置 
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民間ベースのビジネス感覚の有効活用をもって地域の面的再

生を可能とするスキーム作りを目指すとすれば、事業再生上の

要請から、国、地方公共団体や地元の関係者に対して機構が主

体的に働きかけ、調整を行う仕組みが必要である。例えば、再

生計画を作る段階で、機構の要請に応じて、地方自治体関係者

や地域の関係者が事業再生に積極的に参加するような仕組みと

することが重要である。この場合、必要に応じて地方公共団体

が策定する地域再生計画、都市再生整備計画、中心市街地活性

化基本計画等の仕組みを活用することも検討する必要がある。 

また、面的再生を強力に推進する観点から、地域再生等の施

策や欧米の例なども参考にし、機構が面的再生を推進する機関

に対し積極的支援を展開するなど、面的再生プランが実効性を

あげる仕組みづくりも今後検討すべき課題の一つであると考え

られる。 

さらに、国レベルの事前の調整についても、十分機能させる

ような仕組みが必要である。 

ただし、考えられる具体的な案件に即して必要な措置を事前

に限定的に想定することは困難である。あくまで、実際の事業

再生に当たって、個別の一件一件ごとの必要性に確実に対応で

きるよう、必要な措置のメニューはある程度幅広く用意するこ

とが望ましい。 

以上のような措置について、法律上どこまで規定できるのか、

どのように実効性を担保できるのか等については更に検討を進

める必要があるが、機構が策定した事業再生計画について、国

や地方公共団体の協力を得やすくするための仕組みを今後検討

すべきである。いずれにせよ、十分な実効性を有する制度とす

ることができれば、機構の業務への期待度が大きく高まること

が期待される。

２．業務スキームは、資金面の支援と人材面の支援が中心 
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（１）資金面の支援は、産業再生機構のスキームを踏襲しつつ、民

間セクターを活用 

① 資金支援について 

機構は、民間の人材やリスクマネーを 大限活用し、機構とい

う、国が関与した中立的な機関でなければできない役割（再生計

画の審査、対象先の選定、債権者調整、ビジネスモデルの構築、

ＤＩＰファイナンス4に関する優先弁済等に係る確認等）を果た

していくべきである。このため、資金面の役割の大半は民間ファ

ンド等の「民」に任せるべきであり、機構のファンドとしての機

能は限定すべきである。 

少なくとも、プレＤＤの段階から再生計画に対する債権者の合

意を得る段階までの間に、入札なども活用しつつスポンサーを見

つけて、エクイティ5を中心とした資金面は当該スポンサーに委

ねることを目指すべきである。 

他方、ＤＤや再生計画に対する信頼性を確保するため、機構と

しても一定の資金面でのリスクを取ることが求められる場合が

あると見込まれる。また、再生が可能と見込まれる案件であって

も当初の段階ではスポンサーが見つからないようなケース等に

ついても、機構として一定のリスクを取ることが求められる場合

があると見込まれる。 

以上の観点から、スキーム論としては、産業再生機構が有して

いた機能（債権買取、融資、出資・ＤＥＳ6等）を踏まえ、機構

が持つべき機能を検討すべきである。実態的な対応については、

民間活力の活用を基本としつつ、個別案件の運用段階で検討し、

4	 もとは、米国の再建型倒産手続きである連邦倒産法第 11 章手続（チャプター11）に入った

企業（DIP：Debtor In Possession （占有継続債務者））に対する融資に由来する。再建型

法的整理手続の申立をした企業や認可決定後の再生事業者、私的整理ガイドラインに基づ

き再建中の企業等に対する、申し立て手続終結までの融資を指す。
5	 Equity 優先株を含む株式。
6	 Debt Equity Swap 債務の株式化。債権者の有する債権を株式に転換する金融支援のこと。
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個別に対応すべきと考えられる。 

② ＤＤ・再生計画策定支援について 

機構の主たる機能の一つとして、ＤＤの実施及びそれに基づく

再生計画の策定に対する支援と査定が挙げられる。同様の機能を

有していた産業再生機構は、市場原理に耐えうる十分なＤＤ、甘

い需要予測を排除して行う再生計画の審査、非合理な競争を残さ

ない厳格な決定をしたが、機構においてもこのような点が守られ

る枠組み作りと相互監視による運営上の緩みが起こらない仕組

み作りが重要である。 

また、ＤＤについて、地域の企業の中にはＤＤ費用がネックと

なってＤＤが行われないがために案件にならないものも多い。Ｄ 

Ｄ費用等のコストはできる限り対象事業者等から回収するよう

努めることが適当であるが、民間の投資を誘引するための触媒と

して機構がＤＤ費用を負担・拠出する意義はある。 

ＤＤ等の実施の場面においては、民間に準拠したコスト意識を

もって取り組むことにより、人件費も含め一件毎の採算をしっか

り意識すべきである。また、ＤＤ費用の回収方法の一つとして、

例えば、成功報酬的な収入も検討する余地があるとの意見や、機

構による当該ＤＤ費用の負担・拠出を出資に振り替えることも一

案との意見もあることから、今後、その実現可能性等につき具体

的に検討を進めていくことが求められる。 

③ 債権者調整について 

債権者調整は、産業再生機構の場合と同様、機構による支援が

成功するか否かの要所と考えられる。通常の私的整理のケースの

中には、政府系金融機関も含め、債権者から再生計画案に同意が

得られないために事業再生に着手できないというケースも散見

される。特に、地域の企業の場合、当該企業のエリアの外におい

て業務を行っている金融機関が絡む案件においては、メインの地
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域金融機関が主導権を握ることが難しいため、機構が債権者調整

の中核を担う意義があると考えられる。 

このため、産業再生機構が有していたような、債権者調整に向

けて、いわゆる「メイン寄せ7」を排除し、「プロラタ原則8」等を

貫く基本方針を機構としても前面に打ち出し、強力な債権者調整

機能を保持することが適当である。 

④ その他 

(ア) 機構への支援申し込みについて 

支援決定の検討のきっかけとなる支援申し込みについて、

産業再生機構の場合はメインの金融機関と対象事業者の連名

による申し込みを主たるケースとして想定した。 

しかしながら、対象事業者に対して金融面での支援を行う

者が多様化している状況等も踏まえれば、機構の場合は必ず

しもそのようなケースを主たるものとして想定する必要はな

いと考えられる。 

スポンサーと対象事業者の連名のケース、対象事業者への

ファイナンスに責任を有する者（メイン以外の金融機関等

（注））との連名のケースが考えられる他、モラルハザード回避

を前提に対象事業者単独での申し込みを許容することや法的

整理段階の案件の管財人からの持ち込みについても、円滑な

支援プロセスという観点から、今後、検討していくことが適

当である。 

（注）３セクの場合、地方公共団体によっては、このようなケースに該

当する場合も想定される。 

7 私的整理において、債務削減に際し、メイン行に多くの負担を求める我が国の金融慣行。
8 ‘pro rata’ ラテン語で「一定の比率にしたがって」という意味。債権放棄等を私的整理開 

始時における非保全債権の残高によって按分して行う原則という意味。
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(イ) 政府系金融機関、信用保証協会等との間の債権者調整等

について 

地域の企業の場合、民間の金融機関に加え、メインではな

いものの政府系金融機関等が債権者に加わっているケースが

見られる。また、企業に対する債権に各都道府県の信用保証

協会の保証が付されているケースがあり、その場合、信用保

証協会が求償権を有している。 

産業再生機構の場合は、株式会社産業再生機構法第 60 条に

おいて、産業再生機構が関与した事業再生計画に基づく債権

放棄等の負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに

応じるよう努め、当該事業再生計画に従って対象事業者に対

する必要な債権放棄等の協力をしなければならないという協

力規定が置かれている。実態的にも、産業再生機構の個別案

件において、かかる政府系金融機関等による債権放棄が企業

価値の向上に貢献したケースが見られる。 

このような点を踏まえ、地域の企業を対象とする機構にお

いては、政府系金融機関等はもとより、それに加え、都道府

県の信用保証協会に対しても同様の協力規定を法律上置くこ

とを検討していくことが適当である。また、金融機関ではな

いものの、対象企業に対して債権を有する認可法人等の政府

関係機関についても同様の協力規定を法律上置くことを検討

していくことが適当である。 

さらに、３セクが対象となる場合には、当該３セクに対し

て債権（保証による求償権も含む）を有する地方自治体にも

同様の協力規定を法律上置くことを検討していくことが適当

であるとともに、国等から補助金等を受けている３セクの再

生計画の実施に当たり当該補助金等の返還義務が生じる場合

の基準の明確化や特例的な取扱について検討していくことが

求められる。 
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(ウ) 債権放棄等に係る税制上の措置について

産業再生機構の場合、早期の事業再生を後押しする観点か

ら、産業再生機構が関与して策定された事業再生計画により

債権放棄が行われた場合、以下のような税務上の取扱いがな

されていた。 

・ 事業再生計画により金融機関等が債権放棄を行った場

合には、原則として、法人税基本通達９－４－２に定め

る合理的な再建計画に基づく債権放棄に該当し、当該債

権放棄による損失は税務上損金算入される。 

・ 事業再生計画により債務免除を受けた場合には、原則と

して、法人税基本通達１２－３－１（３）の再生手続開

始の決定に準ずる事実等に該当し、債務免除益の範囲内

での過去の欠損金の損金算入が認められる。また、支援

対象企業については、改正産業再生法の申請・認定が前

提とはなるが、資産の評価損を税務上の損金として計上

できる。 

また、関連の税制措置としては、平成 16 年度の税制改正

において、資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金

の損金算入制度について、繰越欠損金額から資本積立金額を

控除しないこととする措置が講じられた。また、平成 17 年

度の税制改正においては、民事再生法等の法的整理に準ずる

一定の要件を満たす私的整理において債務免除が行われた

際、評価損及び評価益の計上及び期限切れ欠損金の優先利用

が認められた。 

機構についても、早期の事業再生を通じて地域の企業の

再生を図るという意味では産業再生機構と共通しているこ

とから、金融債権者及び債務者企業に対して、上記と同様

の取扱となるよう検討していくことが適当である。 

また、地方公共団体が仮に債権放棄等を行った場合につ

いて金融債権者並びの措置を講ずるためには別途の手当が
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必要になると考えられるため、今後、その実現可能性等に

つき具体的に検討を進めていくことが求められる。その際、

地方公共団体が債権者となる３セクの案件に関して債務調

整が行われる場合は、地方公共団体など関係方面への影響

について留意することが必要である。 

なお、機構自身に対する税制上の措置については、産業

再生機構と同様の措置（登録免許税非課税等）を設けるこ

とが適当か検討する必要がある。 

(エ) 対象企業の「経営者・株主責任」について 

私的整理ガイドラインにおいては、債権放棄を受けるとき

は、債権放棄を受ける企業の経営者は退任し、既存の株主の

権利は消滅又は縮小することを原則とするとされている。機

構の場合においても、債権放棄を伴う場合の経営者・株主責

任は曖昧にすべきではなく、債権放棄を行った場合の経営

者・株主責任の問い方として、まずは経営者の退陣や株主権

の消却など、責任の明確化を検討すべきであると考えられる。

ただし、経営者・株主責任の問い方は画一的な対応ではなく、

以下のような場合においては、関係者の理解を得つつ柔軟な

取扱も必要であると考えられることから、今後、運用上の指

針につき、より詳細な検討を進めていくことが求められる。 

＊現経営者自身に経営責任があるとは認められない場合 

＊経営者の退陣により企業価値が下がる場合 

＊スポンサーが希望している場合 等 

(オ) 個人（連帯）保証について 

上述のとおり、機構は、債権買取機能を有する予定とし

ているが、その際、いわゆるオーナー企業のケース等にお

いて、経営者個人が債務に対する保証を付している債権を

有することがあり得ることから、機構が当該個人保証につ
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いてどのように対処するかが一つの検討課題として挙げら

れる。 

この場合、機構としては、産業再生機構の教訓や再チャ

レンジを可能とする観点も踏まえ、経営者の過去の取組経

緯等を勘案し個別の案件の事情毎に一定程度柔軟に対応す

ることが適当である。例えば、本人や家族の生活の用に供

されている不動産等を責任対象から解除することなどが想

定される。また、連帯保証の解除と「贈与」との関係など、

税務上の扱いについても明らかにしていくことが求められ

る。 

他方、このような個人保証の解除を安易に行うことは厳

に慎むべきであり、いわゆる「モラルハザード」が起こら

ないような仕組み作りが必要である。また、いわゆるオー

ナー企業の中には、個人資産と企業資産の分離が不明確な

ケースも見られるという実態も考慮しつつ、今後、個人保

証の問題についてより具体的に検討を進めていくことが求

められる。 

(参考：新規融資に関連する問題) 

一般的に、事業再生に伴う新規融資の見合いで、経営者人材とし

て派遣される者に対して連帯保証が設定されることがあるという

実態が見られるが、経営人材の派遣が困難とならないよう適切な対

応が必要である。 

（２）人材面の支援は、機構の中心的な機能 

① 人材支援の基本的考え方 

（ア）経営人材確保の重要性 

機構の支援決定先企業の再生の成功の正否は、当該企業にお

いて事業再生に取り組む経営人材に掛かる部分が大きい。特に、

機構が支援対象とする地域の企業の場合は、一般的に言って、
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経営面での改善の余地が大きいケースが多いと考えられる。機

構が、できる限り早期にスポンサーを見つけて、経営支援は当

該スポンサーに委ねようとしても、ハンズオンで経営を担うこ

とが期待される経営人材が不在である限り、そのようなことの

実現は極めて難しく、機構による支援の出口が見えない状況が

続くおそれもあると想定される。したがって、経営人材を確保

することは、機構を成功に導く重要な要因の一つであると考え

られる。

しかしながら、企業再生における経営人材は、市場全体で見

ても絶対数が不足しており、また、特に大都市部に集中してい

ることから地域においては圧倒的に不足している。

このような中、産業再生機構においても課題となった経営人

材の確保は、地域の企業の再生を目指す機構の成否に関わる重

要課題であると考えられる。

また、派遣人材の母集団を増やすためにも、経営人材として

の潜在的な資質を備える人材を発掘し、経営の現場で即戦力と

なれるようなトレーニングを行うことによって人材プールの

厚みを増していくことも重要である。 

（イ）民間サービスの状況 

一方、経営人材の供給サービスについては、経営人材を扱う

民間のサーチ9・人材紹介会社は存在するが、経済合理性の観点

から、地域を横断しない「地域内完結型」のみである。地域を

横断した経営人材の派遣については、企業からの需要はあるも

のの、幅広い地域をカバーするための営業コスト負担が大きく、

採算が取れないこと等から、マーケットとして成立していない

状況と考えられる。

9	 サーチ会社 企業からの依頼により、その企業が求める人材像に適合する有能な人材を探

し出し、企業に紹介する会社。
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（ウ）公的な関与の意義 

上記の状況から見て、事業再生に関わる人材を地域に環流す

ることは、地域の一体的再生・強化という政策的観点から意義

が高いと考えられる。特に、地域での経営人材の需要自体は高

く、経営人材の投入によって再生が可能になる企業もあるにも

拘らず、経済合理性の観点から民間だけでは地域への経営人材

紹介のサービスが提供できない状況が見られる。このため、一

定期間の公的支援として、機構が民間のサーチ・人材紹介会社

と連携・協力して、地域への人材環流に特化した仕組みを構築

することは有用であると考えられる。

② 必要とされる仕組み 

上記の仕組みが果たすべき機能は、機構が支援案件に対し経

営人材を扱う民間企業と連携・協力し、地域の企業に対して経

営人材を紹介する際の共通のプラットフォーム（人材の登録・

サーチ、初期訓練の実施等を行う人材の「プール」）としての

機能である。また、機構が、現場で事業再生に携わる数名の人

材を「チーム」として一定期間区切って派遣する方法（この場

合、短期間で事業再生プラン等の策定に携わるケースと、比較

的長期にわたって現場での再生に取り組むケースがあり得

る。）は、「一人で行ったきり」となることを防ぐ意味で、求職

サイドのニーズに沿っていると言える。

このような機能は、機構による何らかの時限的な支援の下に

実現されるべきものであると考えられるが、こうした人材支援

機能を担う組織については、(ｱ)機構とは別会社（出資元の設定

によってバリエーションがある）を設置する方法と、(ｲ)機構内

部で対応する方法がある。いずれの方法が適切かは現時点では

決めがたいことから、民間サービスとの役割分担・連携に十分

留意し、また、機構や民間側の取組の進展状況等を踏まえつつ、

今後、継続的に検討していくことが適当と考えられる。
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なお、経営人材をいかに発掘・調達できるかが地方への経営

人材の派遣の成否を大きく左右することになるため、政府とし

ても、経営人材の成功事例を積極的に報道するなど地域での事

業再生が社会的に意義あるものであることの十分な周知を行

うとともに、経営人材の志願者への動機付けの仕掛けを講ずる

ことが重要となる。さらに、地域情報の提供等によりＵ・Ｉ・

Ｊターンを促し、地域における経営人材の母集団を拡大するこ

とや、派遣前のトレーニングや派遣後のフォローアップの実施

が必要である。また、以上のような仕組みは、経営人材の育成・

派遣面だけでなく、地域の支援先企業等の実務人材の育成・活

用にも適用することが可能であると考えられる。

３．関係機関との連携の確保が極めて重要 

（１）地域金融機関との連携を図ること 

機構が業務を行っていく上で地域金融機関との協力・連携は極

めて重要である。政府部内での綿密な連携、金融庁の理解及び地

域金融機関に対する適正な金融検査・監督などの金融行政上の対

応を踏まえ、地域金融機関との協力・連携を確保していくことが

肝要である。 

また、地域金融機関が機構を活用して不良債権処理を進める際

の取扱を明確化する観点から、産業再生機構の時と同様、機構の

活用によって「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」が策定

される場合には、債務者区分上の「ランクアップ」が認められる

よう検討すべきである。 

（２）地方公共団体等との協働・連携を図ること 

前述のとおり、３セクの再生・処理は、地方公共団体の財政健

全化の観点から重要な課題であり、「地方公共団体の財政の健全化

に関する法律」によって地方公共団体により負担することが見込
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まれる３セクの債務が「将来負担比率」の算出を通じて明らかに

なるため、３セクの再生・処理の促進が期待される。こうしたこ

とも背景として、機構として３セクの再生・処理に積極的に取り

組んでいくべきである。その際、個別の３セクに対し一定の関与

がある地方公共団体においては、当該３セクと共に取り組んでい

くことが極めて重要であることから、このような場合には地方公

共団体の協力を促すための仕組みを組み込むことを検討すべきで

ある。 

具体的には、まず、現行の「第三セクターに関する指針」を補

完する位置づけで、累積債務等により経営が著しく悪化している

３セクに関し、新たに、下記のような内容の経営改革に関するガ

イドライン等を策定・通知するとともに、ＤＤ等に関する機構の

ノウハウの活用や、事業再生についての機構の活用を、国が地方

公共団体に対して、要請・助言することが考えられる。 

・ 地方公共団体において、累積債務等により経営が著しく悪化

し、特に経営改革が必要と判断する３セクについて、平成

20 年度までに外部専門家等で構成される評価検討を行うた

めの委員会（経営改革検討委員会（仮称））を設置し、その

検討結果を踏まえ、21 年度までに「経営改革プラン」（仮称）

を策定するよう助言する。 

・ 地方公共団体は、「経営改革プラン」（仮称）の作成上必要な

ＤＤ等を実施する場合、必要に応じ、上記「経営改革検討委

員会」（仮称）のメンバーに機構のＤＤ専門家等のスタッフ

の参加を要請することができる。３セクは、ＤＤが適切に行

えるよう情報開示等に努めるものとする。 

こうしたことに加えて、機構が３セクに関する実態把握や再生

に向けた取組を円滑に行えるよう、当該３セク及び地方公共団体

との情報交換・協議を行う仕組み等についても今後検討すべきで

ある。

以上のような点を含め、３セクの再生・処理に対する地方公共
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団体の協力のあり方について、今後、関係省庁の連携の下、より

具体的な検討を進めていくことが必要である。

（３）中小企業再生支援協議会等との役割分担・連携を図ること 

協議会は、平成 15 年の創設後、現在まで合計 11,000 社超の再

生案件の相談を受け付け、そのうち、約 1,400 件の再生計画の

策定に至るなど、着実な成果を挙げてきている。また、協議会は、

通常国会における産業活力再生特別措置法の改正により設置期

限が平成 28 年まで延長されるとともに、全国本部を設置し、ネ

ットワーク化による再生支援機能の強化を図っている。 

機構と協議会の関係については、業務・機能面で重複するおそ

れがあるのではないかとの指摘があるが、機構が行う再生は、そ

の手法が協議会と異なることに加え、機構が地域経済に大きな影

響を及ぼす企業や３セクに対象を絞った展開をすることになれ

ば、中小企業一般を幅広くカバーする協議会とは、自ずと役割分

担が成立し、案件を相互に持ち込み合うような連携関係が構築さ

れると考えられる。 

また、産業再生機構の時にも産業再生機構と協議会との役割分

担や相互の連携は行っており、機構と協議会との役割分担や相互

の連携を十分に進めていくことが適当である。 

さらに、全国的なネットワークを有するＲＣＣや特定認証ＡＤ

Ｒ10機関との連携についても検討していくことが適当である。 

こうしたことにより、多様なニーズを有する地域にとって、機

構の設置が新たな選択肢が加わることとなるよう機能すること

が重要である。 

10 特定認証ＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution） 産業活力再生特別措置法に規定さ

れる、事業再生の紛争解決を専門に行う、経済産業大臣が認定する認証紛争解決事業者（裁

判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５条の法務大臣の認証を受け、認証紛争解

決手続の業務を行う者をいう。）のこと。当該特定認証ＡＤＲの関与がある場合、債権者

調整中のつなぎ融資に対する債務保証や特定調停の特例等が措置されている。
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（４）地域の産業界等との連携を図ること 

地域の企業の再生・活性化を進めていく上で、地域の産業界（例

えば、商工会・商工会議所等）との連携・協力を深めていくこと

は極めて重要な課題である。 

そのような観点からは、上述の「面的再生」の取組の一環とし

て、地域再生・都市再生・中心市街地活性化等の地域活性化施策

と連動して、地域企業の再生に地域の産業界等から十分な協力を

得られるよう、「面的再生」の仕組みを検討する中で具体的な対

応を検討することが適当である。 

なお、地域の企業が統合・再編による再生を図る際に再編を阻

害している要因があるのであれば、個別の業界ごとの状況を把握

した上で、業界再編を促すインセンティブ作りに取り組むことが

必要であると考えられる。 

さらに、「地域力」の発揮という点から言えば、機構による事

業再生に当たっては、中立的な機構の円滑な業務遂行を確保する

上で有効なコンプライアンス体制を維持しつつ、住民やＮＰＯの

声などにも配慮することが適当であると考えられる。 

Ⅳ．地域力再生機構（仮称）の組織・体制

１．機構の組織体制は、産業再生機構を参考とする 

（１）組織形態は、株式会社形態 

機構は、国、地域金融機関、地方公共団体、地域の産業界等が

連携しつつ、地域の中規模企業や３セクの人材・資金・事業構築

の一体的な再生・活性化、それらの関連する面的再生を後押しし

ていく政策を実施することを目的として、設置される。 

機構の組織形態については、機構の目的や有すべき機能・役割

を十分に検討した上で、当該目的、機能・役割にふさわしい組織
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形態を検討することが適当である。 

現段階において、機構の業務は、産業再生機構と同様、民間の

活力を 大限に活用した業務運営を行うことを大原則としている

ことから、産業再生機構と同様、株式会社形態を採用することを

前提として検討を進めるべきである。 

機構の株主（出資者）については、今後、機構の目的や有すべ

き機能・役割について更なる詳細な検討を行うことと並行して、

様々な選択肢の中から、政府全体で検討し、対処していくことが

適当である。 

なお、産業再生機構と比較して、機構が取扱う案件１件当たり

の必要資金額は少なくなることが想定される。また、機構の資金

面での関与が小さいケースも相当程度見込まれ、その場合、株式

の売却益等が見込めないことなどから、機構の収支構造について

は、今後、慎重な検討が必要であると考えられる。

（２）公平性・透明性のある内部組織（外部有識者を含む委員会等）

機構の内部組織の詳細については、機構の創設後、機構自身が自

らの業務遂行上 も効率的かつ効果的な体制を決定することが基

本である。 

しかしながら、機構の意思決定に係る部分については、支援対象

企業の選定における公平性・透明性を確保する上でも、産業再生機

構における産業再生委員会と同様、外部有識者も含めた委員会（役

員会）に案件に関する重要事項決定権限を付与することが適当であ

る。 

また、秘密保持と情報公開のバランスの問題については、透明性

を確保する観点から、取り扱う案件に関する情報公開は必須である

が、他方、機構が情報を公開することが、支援対象となる企業の信

用に大きな影響を及ぼしうる点には十分に留意すべきである 

そのような観点から見た場合、支援対象となる企業の商取引への

影響等を勘案し、公表する段階はケースバイケースとし、ある程度
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柔軟に対応できるようにすべきである。例えば、ケースによっては

債権者との合意がセットされた段階での公表とすることなどが想

定されるが、今後、運用上の指針につき、より詳細な検討を進めて

いくことが求められる。 

２．機構の人的体制は、できる限りスリムなものとする 

（１）外部の専門家を登用 

機構については、内部に事業再生や経営人材に関する質の高い専

門家を相当数擁することが求められることから、その人的体制の整

備は極めて重要な課題であり、機構の職員となるべき人材の登用に

ついては、機構の創設に向けて、今後前広に検討していくことが必

要となる。 

その際、機構の業務領域の広さにかんがみ、幅広い層の人材（弁

護士、会計士、コンサルタント、ターンアラウンド11経験者、事業

経営経験者、事業・金融業務経験者、地方行政・ＮＰＯ経験者、関

係省庁職員等）を機構の内部職員に招くことが適当である。これら

の者については、一義的には対外的に広く公募していくことが適当

と考えられるが、同時に、既存の人的ネットワークを活用するなど

により適任者を選考していくことも有用である。また、利害相反の

回避を前提にしつつ、関係機関からの出向形態も活用すべきである

と考えられる。 

なお、産業再生機構のノウハウを円滑に継承するために、産業再

生機構勤務経験者の参加も検討すべき課題の一つであると考えら

れる。 

（２）民間へのアウトソーシングを活用 

産業再生機構においては、民間の活力の活用を重視する観点から、

ＤＤの実施、スポンサーの選定等において外部の専門的な事業者を

再生企業に派遣され、再建のリーダーシップを執ること。
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活用していた。近時、再生に係る外部の専門的な事業者が増加し、

活動も活発化しているため、産業再生機構の時にも増して、ＤＤの

実施等はもとより、再生計画の策定支援等を含め、できる限り多様

な事業者に対してアウトソーシングを多用することが適当である。

機構の内部職員数は、機構が実際に取り扱う業務内容や案件数次

第で柔軟に変動していくものであり、事前に職員数を想定すること

は不可能であるが、アウトソーシングの活用等により、産業再生機

構と比して、より効率的な業務態勢を構築することを目指すべきで

ある。 

他方、ＤＤについては、仮にその実施に当たりアウトソーシング

を活用したとしても、多数の専門的な事業者の成果物を「コントロ

ールタワー」として機構内部で取りまとめて、ＤＤとして全体をチ

ェックする機能も重要であるため、機構内部に一定数の人員を抱え

ざるを得ないという事情にも配慮することが必要である。 

３．機構は５年間の設置期限とする 

地域経済が離陸できるよう集中的に人材・資金を投入するとの機

構自体のコンセプトから、機構は、平成 20 年度に創設し、産業再生

機構同様、業務完了時に解散することとし、かつ、存続期限を創設

後５年後に設定すべきである。 

その際、産業再生機構と同様に、買取決定の期限を２年、エグジ

ット12までの期間を買取決定後３年とすることが考えられるが、機構

の業務開始後の状況や案件持ち込みのニーズ等を踏まえ、機構の存

続期限は５年で変えず、状況に応じて買取決定の期限を柔軟に延長

できるという仕組みにすることも一案である。 

なお、民間事業者の参入が活発となり、機構が不要になれば、５

年より早期に解散することもあり得ると考えられる。

12 支援完了。産業再生機構の場合は、機構が保有するに至った支援対象事業者の全ての債権

及び持分の譲渡等を行うことを指す。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料①
　　　　　　　　　　総務省ＨＰより引用

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

平 成 １ ９ 年 ６ 月

Ⅰ 健全化判断比率の公表等

○地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区）は、毎年度、以下の健全化判

断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければなら

ないこととする。

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率（全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率）

③実質公債費比率

④将来負担比率（公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標

準財政規模に対する比率）

Ⅱ 財政の早期健全化

１ 財政健全化計画

○健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健

全化計画を定めなければならないこととする。

２ 財政健全化計画の策定手続等

○財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総

務大臣・都道府県知事への報告、全国的な状況の公表等の規定を設ける。ま

た、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。

３ 国等の勧告等

○財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難である

と認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告をすること

ができることとする。

Ⅲ 財政の再生

１ 財政再生計画

○再生判断比率（Ⅰ①～③）のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政

再生計画を定めなければならないこととする。

２ 財政再生計画の策定手続、国の同意等

○財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。

○財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料①
　　　　　　　　　　総務省ＨＰより引用

○財政再生計画を定めている地方公共団体（財政再生団体）は、毎年度、その

実施状況を議会に報告し、公表する。

３ 地方債の起債の制限

○再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、

財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等

を除き、地方債の起債ができないこととする。

４ 地方財政法第５条（地方債の制限）の特例

○財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、

地方財政法第５条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、償還年限

が財政再生計画の計画期間内である地方債（再生振替特例債）を起こすこと

ができる。

５ 国の勧告、配慮等

○財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等において

は、総務大臣は、予算の変更等必要な措置を勧告できることとする。

○再生振替特例債の資金に対する配慮等、財政再生計画の円滑な実施について

国及び他の地方公共団体は適切な配慮を行う。

Ⅳ 公営企業の経営の健全化

○公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率

を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表する。これが経営健全化

基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならないことと

し、Ⅱ２、３及びⅤ１と同様の仕組みを設ける。

Ⅴ その他

１ 外部監査

○地方公共団体の長は、健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以

上となった場合等には、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければなら

ないこととする。

２ 施行期日等

○健全化判断比率の公表は、公布後１年以内から、他の義務付け規定については、

地方公共団体の予算編成機会の付与等の観点から、平成20年度決算に基づく措

置から適用する。

○国等に対する寄附を当分の間原則禁止することとしている現行再建法の規定

を引き続き設ける。
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参考②

産業再生機構の再生支援業務の大きな流れ

機構に対する事業者等からの事前相談１ 

不動産等の資産価値や、会計帳簿といった財務の観点や、
個々の契約といった法務上の観点、個々の事業の収益性、

採算性といった事業上の観点から 事業者を査定
２ 

産業再生委員会 による 支援決定 (注1)

(資産査定を踏まえて、事業再生計画を検討し、適否を判断)
４ 

非メイン行の金融機関に対して機構への債権買取り申込み
又は再生計画に対する同意の要請 (注2)

５ 

産業再生委員会 による 債権の買取り等の決定 (注1)６ 

再生計画の実施 (注3)

(機構による監督と支援)
８ 

産業再生委員会 による 債権の譲渡その価の処分の決定９ 

(注1)産業再生委員会による決定者行ったときは機構が概要を公表。

(注2)金融機関が債権の回収等を行うことにより、対象事業者の事業再生が困難となる

おそれがあると認められるときは、回収等をしないこと(一時停止)を要請。

(注3)買取り等の決定から3年以内に処分(債権や持分の売却)を行うよう務める。

事業者・メイン行等による支援申込み３ 

非メイン行からの 債権の買取り実行７ 

厳格な
機密保持

(注3)

2～3ヶ月

3ヶ月以内
(法定)

3年以内をﾒﾄﾞ
(法定)

内閣府産業再生機構担当室資料
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