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１．地域力再生機構（仮称）創設の意義

○日本経済の重要課題は、地域経済の建て直し

（内閣府作成）

第３セクターの中には経営悪化しているものも多く、緊急に取り組む必要がある。

景気の谷（平成14年1-3月期）からみた
有効求人倍率の上昇幅（平成19年7-9月期）
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近年の地域経済の状況は、地域ごとにばらつきがある。

○第３セクターの約40％（約3,000法人）が赤字、約５％（430法人）が債務超過（平成18年３月末）。全体の対外債務総額は約

13兆円（総務省調べ（地方三公社を含む） ）。

○「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成19年6月公布）→３セクの債務も含めた「将来負担比率」の算出・公表

○地域経済建て直しには、地域経済を支える中規模企業や３セクの事業再生・活性化が急務

・これらの事業再生・活性化は民間セクターが主役となるが、民間だけでは十分に取り組めない状況がある（国や
地方公共団体等との調整が必要、事業・財務の再構築における利害関係者間の調整が難航など）。

・このため、地域経済建て直しの先導的な役割を果たすため、国、金融機関、地方公共団体等が連携して、中規
模企業や３セクについて、人材・資金・事業構築の一体的な再生・活性化を期限を切って取り組むことが重要。
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・これらの事業再生・活性化は民間セクターが主役となるが、民間だけでは十分に取り組めない状況がある（国や
地方公共団体等との調整が必要、事業・財務の再構築における利害関係者間の調整が難航など）。

・このため、地域経済建て直しの先導的な役割を果たすため、国、金融機関、地方公共団体等が連携して、中規
模企業や３セクについて、人材・資金・事業構築の一体的な再生・活性化を期限を切って取り組むことが重要。

◎金融機関の不良債権比率 （平成19年3月期末）

・地域金融機関： ４．０％

・主要行： １．５％

「地域力再生機構」を創設する意義は大きい

地域力再生機構は、地域の中規模企業、３セクの事業再生・活性化のため、①中立・公正な立場で対象企業

の資産査定（デュー・デリジェンス：ＤＤ）、②事業再生計画の策定支援、③債権者等の利害関係者の調整、④資
金・人材面の支援等を行う。
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２．地域力再生機構（仮称）が重視すべき点

基本的な考え方ー 産業再生機構のノウハウを継承しつつ、地域の特性と民間活力を活かす

重視すべき７つの点
１．地域経済の再生の先導的な成功事例の創出を目指す
２．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
３．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
４．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
５．地域金融機関や地方公共団体、地域産業界、国等との連携・協働を確保する
６．独立性・中立性の高い組織とする
７．５年の時限組織として、損失を回避しつつ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

産業再生機構では制度上限界のあった「面的再生」への取組

・地域の中規模企業や３セクの事業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等
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ある。

人材面の支援は、機構の中心的な機能

・事業再生における経営人材は大都市部に集中しており、地域では圧倒的に不足してい
る。機構によって事業再生に関わる人材が地域に還流する意義は高い。

機構の人的体制は、できる限りスリムなものとする

・機構は、外部の専門家を登用するとともに、民間へのアウトソーシングを活用するこ
とが適当である。



○資産査定（デュー・デリジェンス：ＤＤ）、事業再生計画策定支援、債権
者調整

○対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り

○対象事業者の事業再生に向けた支援業務（融資、債務保証、出資及
び株式の取得、人材の派遣及び紹介）

○経営に必要な助言等を行うこと

○資産査定（デュー・デリジェンス：ＤＤ）、事業再生計画策定支援、債権
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○経営に必要な助言等を行うこと

３．地域力再生機構（仮称）について

・雇用の安定に配慮しつつ、地域経済の総合的な経済力（地域力）の向上を通じて地域経済を建て直し
・当該地域の活性化を通じて地域の信用秩序の基盤強化にも資する

３セクを含む地域の企業の事業再生支援と、それに関連した面的再生に向けた取組みを行う
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・当該地域の活性化を通じて地域の信用秩序の基盤強化にも資する

３セクを含む地域の企業の事業再生支援と、それに関連した面的再生に向けた取組みを行う

目的

業務の概要

○支援対象となる企業（地域の「中規模企業」や「３セク」）

①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、その事業の継続が地域の活性化にとって有益であるが、
②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企業

○具体的な支援基準（産業再生機構と基本的に同様）

①支援対象企業の価値の向上（一定の生産性向上と財務健全化）

※３セクについても民間企業と同様に「収益性」の観点から判断するが、地方公共団体等による一定の公的な資金支援が見込

まれる場合等においては、そうした点も勘案した上で判断。

②支援対象企業の資金調達が可能な状況等、機構の支援完了の蓋然性が高いと見込まれること

③過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと

④買取決定を行う場合の買取価格は適正な時価を上回らないこと

⑤労働組合等との話し合い

①支援申込み

②支援決定

③買取決定等

④処分決定

※情報公開等を行う

①支援申込み

②支援決定

③買取決定等

④処分決定

※情報公開等を行う

支援対象

業務フロー



４．機構の組織・体制と国の支援及び関係機関との連携

○主務大臣認可により設立する株式会社

○機構の株主（出資者）については、引き続き検討し決定

○「地域力再生委員会（仮称）」を設置 （外部有識者を含む意思決定機関。案件に関する重要事項を決定。）

○平成20年度に創設し、存続期限は創設後５年以内。

＊支援決定の期限：創設から２年以内

＊支援決定から３年以内での業務の終了を目指す。

※３セク案件に関しては、地方議会とのスケジュール等の関係から必要最小限の期間（例えば半年）の支援決定の延長を検討。

地域力再生機構の組織・体制

国の支援

１．税制上の措置

・債権放棄を行う金融機関等や債務者企業に係

る税務上の取扱いについて関係方面と調整・確
認を行っていく。

２．政府関係金融機関等の協力

・政府関係金融機関、都道府県の信用保証協会

等に対して協力規定を法律上に置く。

３．補助金適正化法の特例的取扱

４．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の有機的な連携

関係機関との連携

１．地域金融機関

・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、債務者区分上のランクアップが
認められるように措置

２．地方公共団体

・経営が著しく悪化している３セクの改革に関するガイドライ
ンの策定

＊20年度までに「経営検討委員会（仮称）」を設置（地公体は、必要
に応じ機構のスタッフの参加を要請）

＊21年度までに「改革プラン（仮称）」を策定

３．中小企業再生支援協議会等

・機構は対象を絞った展開であり、機構が行う再生手法は、
協議会と異なる。自ずと役割分担が成立。案件を持ち込み
合うような連携関係を構築。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。



「地域力再生機構（仮称）」のイメージ（例）
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