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令和 3年神奈川県議会本会議第 2回定例会	 産業労働常任委員会	

	

令和 3年 6月 29 日	

西村委員	

	 私からは、先行会派から質問が出ましたけれども、信用保証料補助について

伺わせていただきたいと思います。	

	 実は、信用保証料補助予算の計上をしていただいたこと、これを否定するも

のではありませんけれども、これまでの審議の流れからすると、少し違和感を

感じるのです。それをすっきりさせていただけたらと思うのです。融資を受け

る際に一括して支払う必要のある信用保証料を補助するということですよね。

事業者を支援するということですが、新型コロナウイルス感染症の影響をもう

１年以上にわたって受けている事業者が、果たして、融資を受けても返済でき

るだけの体力がないのではないか。今回の保証料補助の拡充をしても、融資を

受けられないのではないかと危惧するのですが、どのようにお考えですか。	

金融課長	

	 コロナ禍の金融支援は、中小企業の一時的な資金繰りの改善に一定の効果を

もたらしてきましたが、一方で、長引く新型コロナウイルス感染症の影響によ

りまして、さらなる資金繰りの悪化が危惧されるところです。こうした状況に

おいて、限られた財源の中で多額の資金を供給できる金融支援は、有効な手だ

てと考えているところです。一方で、既に借入れが膨らんでいる県内中小企業

への支援に当たりましては、収益の改善が不可欠であり、ポストコロナを見据

えた事業の改善や新たな事業展開の取組により売上げ等の回復を図ることが必

要な状況となっています。委員御指摘のとおり、融資は返済が伴うものですの

で、返済の原資となる売上げの回復に向けて、事業展開や業種の転換、事業の

改善に取り組むことでより融資が受けやすくなる可能性も含みつつ、売上げ等

の改善を目指す今回のメニューを活用いただきたいと考えているところです。	

西村委員	

	 つまり、ある程度の体力があるところには意味があるであろうと受け止めま

した。	

	 先ほど民間のゼロゼロ融資の説明があったかと思いますが、政府系金融機関

によるゼロゼロ融資、これは年末まで延長されたと伺っておりますけれども、

政府系金融機関によるゼロゼロ融資の利用状況というのは、別に数字として挙

がってきておりますか。	

金融課長	

	 ３年間実質無利子融資でありますが、いわゆるゼロゼロ融資は、令和２年３

月から政府系金融機関によってスタートいたしましたが、５月には都道府県の

制度融資取扱金融機関まで拡充した経緯は、先ほど説明したとおりです。民間

金融機関による実質無利子融資は３月末をもって終了いたしましたが、政府系

金融機関によるゼロゼロ融資は今年度も継続し、委員御指摘のとおり、当面年

末まで延長という形になっています。政策金融公庫横浜支店に県内の状況、実

績について確認しましたところ、令和３年３月末時点の実績は４万 5,887 件、

金額にしまして 7,421 億 4,700 万円、令和３年４月の１か月では、1,325 件、金
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額にしまして約 206 億 6,300 万円、令和３年５月の１か月ですが、件数 1,002

件、金額にしまして 138 億 1,600 万円でして、政府系金融機関においても多く

の事業者の方に利用されている状況です。	

西村委員	

	 相当な額が利用されているわけですけれども、であるならば、皆様、政府系

金融機関によるゼロゼロ融資のほうを借りたいと、まずお考えになるのではな

いかなと思うんですが、今回の保証料補助の拡充はこのニーズをどのように考

えていらっしゃいますか。	

金融課長	

	 政府系金融機関による実質無利子融資は、令和３年末まで期限が延長された

ことに伴いまして資金需要という視点では、引き続き大きな選択肢になるであ

ろうと捉えています。しかしながら、実質無利子といえども、融資である以上

返済を伴うことになりますので、その返済の原資となる売上げの回復が必要と

の考えに基づきまして、県では、令和３年度当初予算において、中小企業の倒

産や廃業を回避し事業継続を支援するため、新たな事業展開への支援を目途と

した融資メニューを用意したところです。さらに、今回の補正予算によりその

保証料補助をさらに拡充させていただき、補助率 10 割、ゼロ円とすることによ

り、新型コロナウイルス感染症による影響から脱却するための後押しも行って

いきたいと考えてございます。	

	 したがいまして、ニーズというところでの、補足になりますけれども、国の

令和２年第３次補正予算に基づきまして、中小企業等事業再構築促進補助金に

ついては、第１回公募分について 8,000 件の採択があったと伺っております。

また、令和３年５月 26 日からは二次募集が開始されたと伺っており、こうした

事業の再構築や新事業展開へのニーズは相当あるものと受け止めています。ま

た、本県の神奈川県中小企業感染症対策事業費補助金についても、６月 18 日に

申込みが締め切られたところですが、例えば、これら国や県の補助金に係る自

己負担分というのがありますけれども、その自己負担分の資金調達が必要とな

るケースについても、今回の二つのメニューが活用いただけるのではないかと

考えています。	

西村委員	

	 この二つのメニューを借りられる要件というか、例えば、収入がこれぐらい

減少している方とか、そういうものを御説明いただけますか。	

金融課長	

	 各種保証によって売上げ減少額が変わってまいりますけれども、一番低いの

は、前年同月５％以上売上げ減少された方が対象となっています。	

西村委員	

	 多分、この５％減というのが私の違和感だったのだと思います。令和３年５

月 31 日の当常任委員会のときには、まず 50％以上の売上げ減少は月次が受けら

れると。でも、そこに至らない、一つ線引きをするならば、30％以上 50％未満

売上げが減っているところをどうするのだというところの審議で、そちらに対

して、酒類の販売については入ったのだけれども、今回提示されたら、その他

の人たちは保証料という話になった。でも、果たして、それだけ売上げが減っ
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ている事業者が借りられる力があるのかなというのを懸念するところです。も

ちろん、予算の問題とか財政の問題があるのは分かった上で、です。そこの何

ともすっきりしない、断ち切られてしまったような違和感があると思うのは、

私だけではないのだと思います。売上げ減少の要件を満たし、売上げや利益の

改善に向けた経営改善の取組の意欲があっても、相当程度の借入れをしている

場合、融資を断られる場合も考えられます。融資ではそういった事業者には支

援が行き届かないと考えますが、何か対応策はないでしょうか。	

金融課長	

	 委員御指摘のとおり、融資である以上、返済を伴うものですので、追加の融

資が難しい場合もあろうかと存じます。こういった事業者に対しましては、金

融面においてのお話になりますけれども、新型コロナ特例リスケジュール制度

というのがございまして、必要に応じて金融機関に相談いただくよう、双方の

金融機関窓口等につなげるよう御案内していきたいと考えています。なお、こ

の新型コロナ特例リスケジュール制度については、各都道府県に設置された中

小企業再生支援協議会が、中小企業に代わり主要債権者の支援姿勢を確認の上、

一括して元金返済の要請をし、実施するものでして、本県においては、令和２

年度 85 件の相談があって、30 件の実績があったとのことです。また、県の制度

融資においては、経営改善の計画の取組の一環として、借り換えることにより

借入債務の正常化を図る中小企業者等を対象とするリターンアシスト長期保証

融資も用意してございますので、事業者のニーズに合わせて紹介していきたい

と考えています。	

西村委員	

	 ただ、民間金融機関がゼロゼロ融資をするに当たっては、信用保証協会の保

証がついていて、しかも、貸出し先が倒産をしても代位弁済で全額回収ができ

るということがあってどんどん貸したわけです。そのことを否定するものでは

ないです。でも、結局、この条件の中で制度融資の枠いっぱいに使い切った企

業は、過剰債務という考え方にもなりますよね。こういうところを、例えば、

仮に、返しましょうといっても、政府系金融機関だって見放してしまうという

ようなケースも生まれてくるのだと思うのです。現在の感染状況が今後も続い

ていくようであれば、まん延防止になったり、緊急事態になったり、いろいろ

な締めつけがまだまだあれば、息切れを起こす事業者というのは絶対増えてい

く。このことは懸念というか、絶対増えてしまうのだと、その中で県としてど

のような対応をしていこうとお考えになりますか。	

金融課長	

	 先ほど来の答弁の繰り返しの部分もありますが、制度融資においては、昨年

度は集中的な支援も行いまして、令和２年度だけで全体で３万 9,529 件、8,311

億円の融資という状況でした。ただ、やはり返済を伴うものとなりますので、

売上げの回復の遅れによっては、倒産や廃業に至るケースも当然危惧されると

ころだと承知しております。そこを、先ほど来いろいろ御意見を頂いておりま

すが、寄り添ってというところかと承知しておりますけれども、いかに情報を

伝えて対応していくかというところです。今回の補正予算の案件についても、

保証料補助という形ではありますが、いかに活用していただくか、そういうと
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ころにしっかりと軸足を置いて対応していきたいと考えてございます。	

西村委員	

	 るる金融課長にお答えを頂いたので、金融という側面からお答えいただくの

はもちろん当然のことなのですが、限られた財源の中で多額の資金を供給でき

る金融支援、この必要性を否定するものでは決してありません。一方で、融資

を受けても返済できるだけの体力が不足している中小企業者も少なくない。も

っと言えば、融資を受けられない状況の方々もいらっしゃるということは、目

を背けてはいけないのだと思うのです。しかも、他県の状況を見たら、私は全

部調べ切っていないので恐縮ですが、例えば、北海道、東京都、群馬県、千葉

県、広島県、福岡県、こういったところはそれぞれ独自の、名前もいろいろあ

りますけれども、中小企業者等月次支援金というのは県や都などで持っていて、

こちらは、どうやら業種に関わらずお金を出しているようです。神奈川県はと

ても厳しいということは分かりますが、中小企業者等に対して様々な支援が届

くような、より一層の工夫をしていただけますようお願いしたいと思います。	

	 次に、事業者支援給付金ですが、国の月次支援金、酒類販売事業者で売上高

の減少が 30％以上 50％未満の方は、俗に言う横出しとなっていますが、それ以

外の方は、基本的には国の月次支援金の上乗せという形での給付であると承知

をしております。様々な申請の質疑もありましたけれども、月次支援金に上乗

せ給付を行う際に、月次支援金の交付決定通知があれば、審査事務は簡素化、

効率化されると考えていいですか。	

中小企業支援課長	

	 交付決定通知には様々な情報が記載してあります。例えば、申請者の名前や

口座情報なども記載してありますので、そういった通知があれば、審査の中で

一定程度効率化が図れるものと考えております。	

西村委員	

	 それでは、月次支援金の申請では、申請書、宣誓書、振込先、販売許可、本

人確認、確定申告書、本年の売上げ表などはなくてもいいと考えていいですか。	

中小企業支援課長	

	 どこまで簡素化できるかというのはあるのですが、県の給付金に申請してい

ただく以上、申請書は当然必要になりますし、必要最小限のものというのは必

要かなとは思っております。一方で、月次支援金交付決定通知があればここは

要らないとか、ここは省略できるというのは、今後どういったものが省略でき

るか検討していきたいと思います。	

西村委員	

	 できるだけ簡素化の研究をしていただきたいと同時に、この月次支援金の情

報というのは、国がデータとして保持をしているわけですけれども、その月次

支援金の情報をあらかじめ得ることができれば、事務がもっと効率化されて、

支給の迅速化が図られると考えるのですけれども、そのために情報を得ていく

べきと思いますが、いかがでしょうか。	

中小企業支援課長	

	 委員御指摘のとおりでございまして、国の月次支援金は、まずは国の制度で

すので、申請者情報とか、交付額とか、全てのデータは国で持っております。
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そういったデータがあれば県のほうで効率化できますので、そういったやり取

りはさせていただいているところです。国からは、月次支援金のデータについ

て、令和３年５月 20 日に、データ連携をどういった形かで行いたいという通知

が来ていました。しかしながら、１か月近く経過しても何の連絡もなかったも

のですから、６月 19 日の全国知事会で、本県からの提案としまして、速やかに

必要な情報を頂きたいという旨を全国知事会要望に盛り込んでいただきました。

そのようなこともありまして、先週の６月 25 日にようやく国から事務連絡がご

ざいまして、月次支援金の受給者に関する情報を提供してくれる旨の連絡があ

りました。詳細については、明日、30 日にオンラインで説明会があるとのこと

ですので、その内容について期待しているところです。	

西村委員	

	 私も大いに期待をさせていただきたいと思います。	

	 月次支援金は売上高が 50％減少している事業者が対象であります。コロナ禍

によって相当程度影響が出ていると想定されます。そこに県が金額を上乗せ支

援していくということは、意義のあることと考えます。月次支援金は、事前登

録から審査まで国が一度行っていますから、そういった情報を得ることで地方

の事務の簡素化も図られると考えます。明日にはオンラインということもあり

ましたけれども、給付金の速やかな執行のため、引き続き国から必要な情報を

得て、事業者に対して迅速に支援金を給付していただきたいと思います。	

	 また、令和３年５月 31 日に月次支援金への上乗せという方向性が示された際

にもお願いしました。月次支援金は申請したけれども県の支援は知らなかった

とか、県の申請をどうしていいか分からなかったという方が決してないように、

周知に努めていただきますようお願いします。	
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意見発表	

	

西村委員	

	 私は、公明党神奈川県会議員団を代表して、当委員会に提案された諸議案に

対し意見発表を行います。	

	 新型コロナウイルス感染症対策に係る事業者支援として、中小企業等支援給

付金事業費が提案をされました。この事業費は、酒類提供の停止要請等により

売上げに影響を受けている事業者を支援することを目的とし、国の月次支援金

を受給した事業者に対し県独自の支援金が上乗せをされるものです。月次支援

金については、事前登録から審査までを国が行っており、そのデータを共有す

ることができれば県の事務作業の効率化、簡素化が図られ、ひいては迅速な給

付金支給につながるものと考えます。国の情報を得て有効に活用されますよう

要望します。	

	 また、国の月次支援金の給付対象とならない場合でも、売上げが30％以上50％

未満減少の酒類販売事業者等に対しては、１か月当たり中小法人は上限20万円、

個人事業者は上限 10 万円が県独自の支援金として支給されます。しかし、同じ

く売上げが30％以上50％未満減少のその他の業種の事業者には支援金はありま

せん。県では、こうした幅広い業種の月次支援金の給付の対象とならない事業

者も含め中小企業等を支援するため、融資を受ける際の信用保証料率をゼロ％

にするとのことです。しかし、融資を受けても返済できるだけの体力がある中

小企業がどのぐらいあるでしょうか。それも、コロナ関係の制度融資の枠を使

い切り、既に融資を受けられない企業が多いのではないかと危惧をするところ

です。報道では、銀行の中小企業向け貸出しは昨年度末で 381 兆 2,557 億円に

上り、資金繰り支援の副作用としての過剰債務が懸念されているとありました。

もちろん、限られた財源の中で多額の資金を供給できる金融支援を否定するも

のではありません。しかし、他県を見れば、中小企業者等月次支援金等の名目

で県独自に幅広い業種に対し支援金の給付を行っているところもあり、本県に

おいても同様の支援を検討いただけますようお願いいたします。	

	 以上、意見、要望を申し上げ、当委員会に付託されました諸議案に賛成し、

意見発表といたします。	


