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１９年９定-20071009-000005-商工労働常任委員会】 

 

服部委員 

景気というのは、生き物だなとしみじみ感じております。景気の現状の把握と近未来

の見通しについては、景気政策や様々な対策を講じる皆様方にとっても大変貴重な作業

であると思っておりますが、どうでしょうか。 

企画担当課長 

委員からお話がありましたとおり、県行政を進めていく上で、景気の動向というのは、

常に注視して進めていくべきものと考えております。 

服部委員 

日本国の経済が一国だけには止まらないことをしみじみと感じております。同時に神

奈川県の経済規模が国連参加国の一国と同じようなレベルであるとも思っております。

したがって、本県の経済運営のノウハウやこれまで築いてきた経済の把握やら分析、見

通しの立案については誠に重要な成果物として、道州制への移行という話がある中で、

新たな時代のスタートのステップ台になるだろうと思っておりますが、どうでしょう。 

企画担当課長 

先ほど申しましたように、やはり今後県行政をどういう形で進めていくか、また道州

制に移行していくかということもありますが、常々景気の動向は注視してまいりたいと

考えております。 

服部委員 

私に限らず世界が驚がくしたのは、この間のアメリカのサブプライムローンの焦げ付

きの問題であったと思います。ニューヨークの株価が急落したことは皆様も承知でしょ

うけれど、我々はバブルが弾け、そして残った多額の不良債権というようなことも経験

をしている訳です。したがってこの株価の急落、アメリカ経済におけるアメリカ国民生

活におけるサブプライムローンの焦げ付きの問題が、まずニューヨーク株価に大きな影

響を与えて急落した。衝撃が走った。それでもう円の為替相場も変わった。輸出関連企

業は、おののいた。こういうことが数箇月前にあったわけでございます。本当に経済と

いうのは生き物だなと痛切に感じたと思います。 

そこで、こうしてインベスト神奈川をみると投資をしながら企業を呼び込む、世界的

企業、上場企業、それらの企業が健全に収益を間断なく得ていれば、我々は想定してい

たとおりの税収を、知事がいうように得るわけでございます。ところが今申し上げたと

おり経済は生き物でございますから、そういう中で本県経済が所定の税収を得るために

も、そういう世界経済と直結した企業を呼び込んだ部署がしっかりとした経済の把握、

見通しといったものを持つ機能、ノウハウの一層の積み重ねがないと、900 億円の債務負

担をした行為が、将来においては、果たされないという認識を持つわけですが、どうで

しょうか。 

産業活性課企業誘致室長 

インベスト神奈川の 900 億円近い経費を第１ステージ、第２ステージ合わせて企業誘

致に投資するわけでございますので、当然その税収を含めた経済波及効果につきまして
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は、県としてしっかりと企業に対して報告を求めていくことによって、その 900 億円の

債務負担行為とそれによる効果が県民の皆様に見えるようにしていきたいと考えており

ます。 

服部委員 

そこで、申し上げました米国の低所得者向け住宅ローンの焦げ付き問題、世界的な信

用不安ということについて触れておきたいと思います。まず、ニューヨーク株価の急落

でございますが、いつどのくらい急落したか当局が把握している範囲でお答えください。 

企画担当課長 

本年７月 28日、29日の２日間におきまして、519 ドル、米国の株価が急落したという

ように把握しております。 

国内での株価の動向でございますが、米国での下落を受けまして、その時に日経平均

株価は１万5,200円台まで下落いたしました。その後、１万6,500円台まで上昇いたしま

したが、その後再び１万5,700円台まで下落したと把握してございます。 

服部委員 

大変な急落だったと思います。そこで、ニューヨーク株価だけで終わったら話は簡単

なのですが、そうはいかないというのは冒頭申し上げました。為替の状況はどうであっ

たと認識されていますか。 

企画担当課長 

米国でのそういった株価の混乱を受けまして、投資家が株式などリスクの高い資産か

ら手を引くといった動きがあったため、円が買い戻されるということで、円高が進行し

たという状況でございます。 

服部委員 

傾向としては、円高ドル安になるのは当然なことで、円高ドル安になれば輸出関連企

業に衝撃が走るということです。アメリカの国内の消費者動向に止まるものではない、

特にその中でも低所得者向けの住宅ローンの焦げ付きというだけの問題にあるものでは

ない。全世界に信用不安を巻き起こした原因になったというのは、全世界の受け止め方

でございます。というのは、ＩＭＦの９月 24日の報告でもそのアメリカの事情によって

失う額というのは 2,000 億ドル、つまり 23兆円です。23兆円も低所得者向けサブプライ

ムローンの焦げ付きによって生じたという、半端ではない損失です。どうして半端では

ないかというと、日本国経済が引き起こしたバブルが弾けて残った不良債権は御承知だ

ろうと思います。28 兆円ですよ。それとそんなに変わらない。そういうことが、アメリ

カ国内で起きていた。そこで、日銀の対応策について把握されている中身を教えていた

だきたい。 

企画担当課長 

日銀の対応といたしましては、急激な円高が日本経済に悪影響をもたらすということ

で、日銀はドル買いに出たといった状況でございまして、その様な対応をしたところで

ございます。 

服部委員 

また、ＦＲＢがやったのは、大変大事なことで、公定歩合の引き下げ、８月 17日、ま
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た政策金利 0.5％の引き下げ、そのことによって市場への資金供給をしてなだめたわけで

す。大変な金額で５兆円とも言われています。日銀がやったのは、この間８月２日、利

上げの見送りをやりました。政策金利の据え置きをやって信用不安を払しょくしたとい

うことでございます。ＥＵとしても約 30兆円を市場に流している。こういうような中で

本県経済があるわけでして、その中から今やっている重要施策のインベスト神奈川は逃

れることはできません。神奈川県経済がそういう世界経済の中に明確につながった。そ

れでなくても民間はつながっているのです。行政としてもつながったよということです。

言葉ではグローバル、グローバルと言っているけど、その辺の重みをまず認識して、皆

様方の長期予算計画に基づいた債務負担行為が計上されたが、アメリカ経済ともヨーロ

ッパ経済とも既につながったという責任が、債務負担行為の 900 億円にはあるという立

場に立っていただきたいということですが、所見を伺っておきたい。 

産業活性課企業誘致室長 

神奈川県経済の景気もグローバルな景気変動の中で、当然変動するということでござ

います。つきましては、今後ともインベスト神奈川の運営においても注視をしながら行

っていきたいと考えております。 

服部委員 

そういう視点は間違ってはいないのですが、インベスト神奈川を通して見ていくとい

うのも一つの方法であるが、私はインベスト施策を含めて本県が地方公共団体の経済運

営という観点からグローバルな視点に立つべきだろうという認識を持っています。例え

ば県民生活において、ＦＲＢや日銀等が金融市場を落ち着かせ経済不安を払しょくさせ

るために、市場に流した資金がオイルダラーとなって石油市場に入り込んでいるのが実

態である。だから数箇月前からガソリン代の値上げが始まっているわけです。だから、

そういう意味から言ったら、私たちの経済的なデータとか推測、見通しとかそれに基づ

いた施策の展開だとかということについてはしっかりとしたシンクタンクをつくらなけ

ればならないと思います。今、皆様方のデータの入手先というのは浜銀総研だったり野

村総研であったり、年に一度の日銀の横浜支店長を交えた経済懇話会であったり、中小

企業センターからのデータであったりとしているわけでありますが、それを否定はしま

せん。これはこれとして、一定の目的を明確にして、これらを束ねるしっかりとしたシ

ンクタンクが必要と思います。それができなければ、内部からそういう職員を養成する。

もう一つは、外部から専門講師を交えて、参与制度を活用して、専門家集団組織をつく

るべきだと思います。そこにはアナリストやＭＢＡ取得者といった方を入れて積極的に

活用すべきであると思います。いわゆる経営大学院を出た人の持つＭＢＡ取得者は日本

においては誠に少ない。日本の経営の専門家をはぐくんでいくというのはさほど多くの

大学でしているわけではない。日本は経営に関して専門的な人材が育たない環境であり、

やむを得ず皆アメリカに行ってＭＢＡを取って戻ってくるという状況です。それを素早

く地方公共団体の方で、そういう人たちとしっかりと関係を設けて意見を聞いて部の参

与にするとか知事の参与にするとかやらないといけませんよ。そうして庁内で自主独立

したシンクタンクをつくっていくべきだろうと思います。そういう自主的なシンクタン

クを持つ考えがあるかどうか。 
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もう一つは、当たり前だが、日銀の横浜支店長はホームページで非常に良いことを言

っている。日銀が日本の経済を把握するために全国に 36支店をおいて綿密なデータを集

めていることを横浜支店長自ら語っている。全国的な日本経済のデータの基になって国

会で報告されている。その一端の本県分を日銀の横浜支店長が報告してくれており、大

変参考になる。したがって年１回、日銀の横浜支店長と話をするのではなくて、もっと

もっと呼び込んで例えば企業の９月決算が終わったころ、３月決算が終わったころにき

ちんとそういう人たちを呼んで、意見交換をするというような体制を整えられないか。

この２点について具体的にお答えいただきたい。 

商工労働総務課長 

まず、自主的なシンクタンクをつくるべきでないかというお話でございますが、現在

のところそういう考えは持っておりません。先ほど委員からお話がありましたように中

小企業については、中小企業センターのデータをもとに担当のセクションが分析して、

政策に反映していくという形で対応しているのが現状でございます。日銀の横浜支店長

とは年１回の会合がある中でお話をさせていただいていて、定例的に会を持ってという

ことではございません。今後は、金融あるいは経済の動向、経営の問題については、で

きるだけ日銀の横浜支店長をはじめ、関係方面の方とも意見交換が出来る形で会をもっ

ていきたいと考えております。 

服部委員 

やはり、調査機関としては、日銀の見解が基準になって議論がされているということ

は間違いないと思います。その辺を中心にして年に１回という形ではなくて、もっとも

っと利用していくということについて迅速に対応してもらいたいと思いますが、いかが

ですか。 

商工労働総務課長 

委員お話しのとおり、日銀の横浜支店長をはじめ、日銀の方からデータをいただき、

考え方について意見交換をしていきたいと思っております。 

服部委員 

よろしくお願いします。 

次に、ホールディングカンパニー方式による経営と技術の総合支援について伺ってお

きたいと思います。先日の新聞に神奈川工業技術開発大賞が決定したことが出ておりま

したので、読ませてもらいました。私も工業高校出身でそういうことをやっていました

ので、うれしい気持ちがあふれてきました。受賞した技術というのは、どれも神奈川の

中小企業のオンリーワン技術でして、これはキラキラ輝くような成果だと思っておりま

す。本県、中小企業が持っている技術のレベルの高さはすごいと思います。優れた中小

企業を行政が今後どのように支援していくかについて基本的なことを伺っておきたいと

思います。そこで、先ほど景気については、ちょっと話を広げすぎてしまいましたので、

その辺については割愛させていただきます。単刀直入にお話を伺っていきます。ホール

ディングカンパニー方式による経営と技術の総合支援ということでございますが、用語

の解説といいますか、そもそもホールディングカンパニーとは何か。そしてそれを基に

した本県が考えたホールディングカンパニー方式とはどういう方式なのか伺います。 
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工業振興課長 

まずは、ホールディングカンパニーでございますが、他の会社の株式の全部又は大部

分を、その事業を支配するために保有する会社、すなわち持株会社を意味しております。

私どもホールディングカンパニー方式という形で使っておりますが、これは複数の機関

が行う事業・施策につきまして方向性を決定する機関を設けまして、連携して取り組む

という意味で用いているところでございます。具体的には、現在、(財)神奈川中小企業

センターと神奈川県産業技術センターは、それぞれ独立した機関として個々の施策ごと

に連携を図りながら中小企業に対する支援を行っているわけでございます。しかし、中

小企業に対する支援を高めるためには、県内企業経営者とか学識経験者の意見を広く取

り入れながら、両センターの組織レベルの連携体制を構築いたしまして経営と技術の両

面から総合的に支援をしていく必要があると考えております。こうした意味でホールデ

ィングカンパニー方式といいますのは、こうした両センターの中小企業に対します支援

事業の連携を統括する組織という意味で用いているところでございます。 

服部委員 

統括するという意味では、ホールディングカンパニーという名前の付け方が、安易だ

と思いますが、商法改正が行われて、商法上の言葉としては、持株会社と言うことです

が、それでホールディングカンパニーと解釈しているわけです。それと何が似ているの

かなというと似てないと思います。法令上の持株会社と言うことになれば企業を買う、

連結決算をするわけです。これは事業持株会社と純粋な持株会社と２種類あるわけで、

事業ホールディングカンパニーというのは、本業があって株を買うのだが、純粋な持株

会社というのは、買収目的で株を買うという話で、それを踏まえると今の説明で統括す

るとか言っても、なんだかよく分からない。商法で言うホールディングカンパニーとこ

こで言うホールディングカンパニー方式の実態について、どこが似通っているのか、似

通っていないのか分かりません。なんとなく名前だけ借りたということなのか。 

工業振興課長 

商法で言う持株会社は、あくまでも事業を支配するために株を持ち合うという意味で、

今回の私どものホールディングカンパニー方式による組織とは全然違うと考えておりま

す。あくまでも独立した機関がそれぞれ中小企業に対して支援を行っているわけでござ

いますので、そういった支援を充実するために、それぞれの独立した機関の機能は発揮

する中で、両機関の連携が深まるという観点からホールディングカンパニー方式という

形で考えたものでございます。商法で言っているホールディングカンパニーとは意味合

いが異なると考えております。 

服部委員 

そうしたらホールディングカンパニー方式というのは、表現上は間違いだと思います。

まず皆さん方が商法とは違うということをしっかり認識する。また、すでに表記したも

のはどうするという課題も残る。そして、それは独立した機関同士がどう統括するかと

いうことを今おっしゃったが、独立した機関がどう統括するかというと、ますます商法

上のホールディングカンパニーとは違います。ホールディングカンパニーというのは、

やり方が三つあります。一つはＡとＢの会社を考えた場合に、Ａの業務をＢに移す。も
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う一つは株の交換です。もう一つはＡがＢの株を一方的に買うという三つです。したが

って統括したものが、相互に関係しあうなんて要素はホールディングカンパニーにおい

てはどこからも生じてこない。だから商法を知っている人からすると誤解を招きます。

これは商法で言うホールディングカンパニーとはどこにも似通ったところがないもので

あります。そこで、これはどうするつもりなのかお聞きします。 

工業振興課長 

まず、県民の皆様に対しては、神奈川力構想の中でホールディングカンパニー方式と

いう言葉を用いています。先ほど委員から御指摘がありましたとおり、ホールディング

カンパニーと異なる意味合いでございますので、それにつきましては、注釈を付けた形

で記載させていただきました。ホールディングカンパニー方式によって現在独立した機

関でございます(財)神奈川中小企業センターと神奈川県産業技術センターの組織を統一

していこうということではなくて、先ほど御説明したしましたとおり事業連携を統括す

る組織と考えておりますので、いわゆる株を取得してという形では考えていません。 

服部委員 

だから、先ほどやり方が三つあると言いました。いずれにしても事業を移すと言って

も株価に影響が出てくる訳で、この商法で言うホールディングカンパニー方式というの

は株の話なんです。今の話は株には関係ないでしょう。(財)神奈川中小企業センターと

神奈川県産業技術センターとの運営で、株なんか発生していないでしょう。そんな基本

的なところで誤解を招くようなことは良くありません。また、そういう形で県民に知ら

せること自体、いけないことだと逆に思いますが、どうでしょうか。 

工業振興課長 

先ほどの答弁の繰り返しになりますが、私どもといたしましては、それぞれ独立した

機関である両センターの中小企業に対する連携を統括する組織としてホールディングカ

ンパニー方式という組織を設けまして充実を図っていきたいということで考えておりま

す。 

服部委員 

考えていることはいいのだが、それは県民として見たときに、これは商法で言うホー

ルディングカンパニー方式なのかと思ってしまうことについて、どうやって説明するの

ですか。 

工業振興課長 

委員御指摘のとおり、県民の皆様に誤解を与えることのないように、いわゆるホール

ディングカンパニー方式による組織の名称等につきましては、そういった名称を県民の

方に広く周知することで誤解を与えないようにしていきたいと考えております。 

服部委員 

そういうことで、県民、特に企業に誤解ないようによろしくお願いします。 

それでは具体的に伺っていきたいと思います。いずれにしても神奈川の経済の発展、

そのインセンティブの立場にある地方公共団体の経済の面の運営というのは大変重要で

す。その中で頑張る中小企業に対しては本当に頭を垂れる思いで一杯でございます。先

ほど冒頭申し上げた神奈川工業技術開発大賞を受けた中でも、「カメラ付携帯電話用オー
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トフォーカス・リニアモータ」について、大和市の(株)シコー技研が受賞したことはす

ごいことであり、すごい技術だと思います。また、「深紫外対応グラントムソン偏光制御

素子」で厚木市の(株)光学技研が受賞した。この様に技術能力が高い中小企業に対しこ

れまでどのような支援を行ってきたのか。神奈川工業技術開発大賞の評価の視点と受賞

する企業にどのようなメリットがあるのか、伺っておきたいと思います。 

特にこの「カメラ付携帯電話用オートフォーカス・リニアモータ」というのは、もう

携帯電話の愛好者、愛好者ではなくても業務的に使わざるをえない人にとっては大変便

利で、この技術を大手の製造メーカーが指をくわえるように待っていた。その技術を中

小企業がオンリーワン技術として開発したことは神奈川県経済として誇るべきものであ

って大賞を受賞したというのは全く当然だと思います。是非ともお答えください。 

工業技術担当課長 

県としましては、県産業技術センターが中心になって支援を行っておりまして、今、

お話がありました「カメラ付携帯電話用オートフォーカス・リニアモータ」を開発した

(株)シコー技研に対しましては、依頼試験という形で支援をしてまいりました。それか

らもう一つありました「深紫外対応グラントムソン偏光制御素子」を開発した(株)光学

技研に対しましては、依頼試験だけではなくて、今回のテーマとは少し違いますが、共

同開発により支援をしてまいりました。神奈川工業技術開発大賞の評価の視点でござい

ますが、この大賞におきましては、中小・中堅企業によって開発された技術に対しまし

て、新規性、レベルの高さ、実用性などの視点から学識経験者及び各技術分野の専門家

12 名で構成される選考委員会で選考しております。例えば委員としては、神奈川技術ア

カデミーの理事長、あるいはメッキの世界で非常に有名な関東学院大学教授等、世界的

に著名な方々によって技術的な評価を行っております。 

服部委員 

受賞した企業には、どのようなメリットがあるのか。例えば賞状や賞品等いろいろあ

るでしょう。それに付随するものとしてどんなものを副賞としてもらえるでしょうか。 

工業技術担当課長 

賞状以外に大賞の場合はトロフィーがございまして、そのトロフィーはもう亡くなら

れた有名な彫刻家が作られた、時価で言うと数十万円ぐらいするようなトロフィーを差

し上げております。 

そういうもの以外のメリットといいますと、一番大きいのは神奈川工業技術開発大賞

というのは四半世紀続いておりまして、この賞をとりますとブランド力があるというこ

とで、いままで受賞した企業からはこの賞をいただいたあとに取引がすごく増えたとか、

あるいは銀行が来てお金を借りてくださいという話があるとか、メリットとしてはそち

らの方が大きいのかと認識しております。 

服部委員 

それでいいのではないですか。やはりこの大賞をとるというのはいろいろ研究してい

る人には御苦労があると思います。私自身の率直な気持ちとしては、やはり現金で 100

万円でも 200 万円でもお渡ししていいのではないのかなと思います。神奈川が誇るオン

リーワン技術の代表格だから、研究費の足しにもならないけれど気持ちですということ
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で、どうですか。ゴルフだってホールインワンで 200万円とかあるのだから。 

工業技術担当課長 

確かに委員おっしゃるとおり、それだけ中小企業が副賞をいただければ確かに喜んで

いただけると思いますが、県にも予算の制約がございまして、なかなか御希望どおりに

できないということを御理解いただければと思います。 

服部委員 

ということは、予算があればそういう気持ちでいるとも受け止めますが、確認はいた

しませんが、そういうものがあってもいいのかと思いました。 

いずれにいたしましても、こういうオンリーワン技術の評価は大変大事なことだと思

います。一方では神奈川スタンダードという世界もあるわけでして、県産業技術センタ

ーによる技術支援に加えて、(財)神奈川中小企業センターが実施するビジネス可能性評

価による経営支援に取り組んでいるということもあるわけですから、それらを充実させ

て総合的な中小企業支援施策に大きく実らせていただきたいと強く要望しておきます。 

話は戻りますが、ホールディングカンパニー方式により中小企業に対する総合支援を

推進するということで、先ほどは名前にこだわってしまったことは申し訳なかったです

が、名は体を表すということで、はじめに聞いておかなければいけないかなと思いまし

て聞いたわけで、実際は中身が大事であって、お取り違いのないようにお願いします。   

総合支援を推進するということで委員会をつくるということですが、そこら辺を聞い

ておきます。 

工業振興課長 

経営と技術の総合的支援を推進する体制、いわゆる連携を統括する組織として中小企

業経営者、学識経験者及び行政で構成いたします「かながわ中小企業統合支援委員会」

を新たに設置していきたいと考えております。この支援委員会でございますが、両セン

ターの連携を統括する組織といたしまして、中小企業が求める新しい連携や効果的な支

援の在り方などについて御議論いただき、経営技術のワンストップサービスの充実強化

に向けての基本戦略を策定していただきたいと考えております。また、両センターが行

った支援の成果につきましても中小企業の視点に立ちまして評価していただくというこ

とを考えております。さらに支援委員会をもとに両センターで実際に中小企業に対して

支援を行っております担当部署の責任者で構成されます連携推進会議を設けまして、そ

の場で様々な課題を整理し、抽出いたしまして支援委員会で御議論をいただきたいと考

えております。 

服部委員 

神奈川の中小企業というのは日本の経済をけん引していく、そしてまた日本の中小企

業のリーダー的役割であると思いますので、引き続き、支援体制を充実させていただき

たいことを要望して質疑を終わります。 

 

 


