
 
会 議 録  

名称 平成 29 年度 第 2 回 市川市中小企業融資制度審議会 

議題及び議題毎の

公開・非公開の別 
 

※非公開の場合は 

公文書公開条例第 8 条

の項号を記載する 

（1）平成 29 年度融資状況について(報告) … 公開 

（2）市川市中小企業融資制度に係る取扱金融機関の追加について(諮問) … 公開 

（3）市川市中小企業融資制度に係る資金内容の変更について(諮問) … 公開 

（4）市川市中小企業融資制度に係る利率及び利子補給率の運用について(諮問) 

… 公開 

（5）その他 

開催日時場所 
平成 30 年 2 月 7 日（水曜日）午後 2 時 30 分から午後 3 時 30 分まで 
市川市役所 仮本庁舎 5 階 理事者控室 

出
席
者 

委     員 

引野委員（学識経験のある者・当審議会会長）、 
所委員（市川商工会議所の代表者・当審議会副会長）、 
松井委員（市議会の議長）、田中委員（市議会の建設経済委員会の委員長） 
山﨑委員（学識経験のある者）、野口委員（学識経験のある者） 

事務局 
（所管課） 

大場経済部次長、青田商工振興課長、髙木主幹、 
鹿野主任、今泉主任主事 

関係課等 無し 

傍聴区分 可（当日の傍聴希望者は 1 名） 

会議の概要 
 

※詳細は、会議録参照 

（1）議長により会議公開を諮り、全員異議なし 
（2）議題 1 から 5 について事務局より説明・質疑応答 
（3）その他（次回の審議会の開催日程等について） 

配布資料 

○会議次第 
○資料１ 年度別融資状況総括表 /年度別融資状況比較表 
○資料２ 市川市中小企業融資制度に係る取扱金融機関の追加について 
     市川市中小企業融資制度取扱金融機関追加の流れ 
○資料３ 市川市中小企業融資制度に係る資金内容の変更について 
○資料４ 市川市中小企業融資制度に係る利率及び利子補給率の運用について 
     市川市中小企業融資制度の融資利率及び利子補給率の推移 
〇資料５ 平成 30 年度融資制度関係の予算案について 
     平成 30 年度預託金配分額及び融資限度額一覧(案) / 審議会委員名簿 

平成 29 年度融資のしおり / 融資条例・施行規則集(現行版) 

特記事項 

 
 
 
 

 
 
 



平成 29 年度第 2 回 市川市中小企業融資制度審議会 会議録 
 

引野会長 只今より、平成 29 年度第 2 回市川市中小企業融資制度審議会を開催いたします。 
本日は、所副会長が所用で 30 分ほど遅れるということで、現在 5 名が出席です。 

市川市中小企業資金融資及び利子補給条例第 17 条第 2 項では委員の半数以上が出席しな

いと会議の開催が出来ないと規定されておりますが、今回は 6 名中 5 名が出席しておりま

すので、本会議は成立しております。 
また、会議は公開をすることが原則とされており、本日の議題は、いずれも非公開情報に

該当しませんので公開といたしますがよろしいでしょうか。賛成の方挙手をお願いいしま

す。 
  

（全員挙手） 
 

引野会長  それでは、傍聴人の方入室してください。 
  

（1 名入室） 
 

引野会長  本日の会議につきまして、議事録署名人を田中委員と山﨑委員にお願いしたいと存じます

がよろしいでしょうか。 
  
 （異議なし） 
  

引野会長  それでは、会議次第に基づいて進めさせていただきたいと思います。議題 1 の「平成 29
年度融資状況について」事務局より説明をお願いいたします。 

  
事務局(課長) それでは、議題 1 としまして、お手元にお配りしてございます資料 1-1、1-2 をご説明さ

せていただきます。 
 

 （以下髙木主幹より説明） 
  

引野会長  ありがとうございました。ただいま、事務局より議題 1「平成 29 年度融資状況について」

の説明がございましたが、何かご意見ご質問がある方はいらっしゃいますか。 
  

田中委員  資料 1-1「年度別融資状況総括表」を見ると、融資実行件数が、平成 23 年から右肩下がり

という形で減少していることが如実に表れているかと思います。このような状態になってい

ることを市としてどうお考えか教えてください。 
 

事務局(課長)  減少要因としましては、民間の金融機関によるプロパー融資の金利と市の融資制度におけ

る金利及び保証料率の合計との差、市の融資制度以外にも公的融資としては、千葉県の融資

制度、日本政策金融公庫の融資制度もありますので、市の融資制度以外で融資を受けている

可能性も僅かながらあるのではと認識しております。 
  



 
田中委員 市の融資制度以外で融資を受けている中小企業は、市の融資制度を利用するよりも、他の

融資制度を選択する方が恩恵を預かれるということでしょうか。 
  

事務局(課長)  融資を受ける際には中小企業と金融機関との間で融資を受けておりますので、考えられる

要件としては中小企業の経営状態が優良であることから、金融機関から低利で貸出しを受け

ることが出来ているという認識をしております。 
 

田中委員 中小企業さんによっては他の制度のほうが恩恵にあずかれるということなのですが、市川

市融資制度が中小企業に対して地域経済に貢献していく上で、どのように制度を保っていく

のでしょうか。 
 

事務局(次長) 市川市の融資制度の特徴の一つとして担保を差し出す必要がないというのがあります。 
信用保証を得て、その保証を保って融資をする。金融機関は、土地や建物等十分な担保が

あれば、心配なく貸せるわけです。信用保証協会に逐一手続きをしなくても良いし、担保が

あればお金が欲しいときに比較的すぐに融資を受けられる場合もあるわけです。 
市の融資制度は担保を差し出す必要はないというメリットがあるのですが、融資の申請か

ら貸付を受けるまでの手続きに少々時間がかかります。 
 そういったこともあり、中小企業の方にとっては、銀行のプロパー融資で借りたほうが市

の融資制度よりも良い条件で融資を受けられる場合もあります。 
 しかし、プロパー融資よりも市の融資制度の方が良い条件で融資を受けられる中小企業も 
数多く存在しており、市の融資制度が地域経済に貢献する役割は、現在も今後も大きいと考

えます。 
 

引野会長  その他の方はよろしいでしょうか。続いて、議題 2 に移りたいと思います。 
  諮問事項として、「市川市中小企業融資制度に係る取扱金融機関の追加について」という

ことです。事務局より説明をお願いいたします。 
  

事務局(主任主事) 議題 2 としまして、お手元にお配りしております、資料 2-1、2-2 をご説明させていただ

きます。 
  
 （以下今泉主任主事より説明） 
  

引野会長 ありがとうございました。ただいま事務局より、議題 2 として、「市川市中小企業融資制

度に係る取扱金融機関の追加について」ということで説明がございました。 
ご意見ご質問がある方はお願いいたします。 
 

引野会長 最近では、金融機関の追加はありますが、反対にやめてしまったというのはあるのですか。 
  

事務局(課長) 昨今、融資制度の取扱金融機関から外れたということはございません。 
  

引野会長 ありがとうございます。 



  
引野会長  それでは、議題 3 に移りたいと思います。これも諮問事項として、「市川市中小企業融資

制度に係る資金内容の変更について」ということです。事務局より説明お願いいたします。 
 

事務局(課長) 「市川市中小企業融資制度に係る資金内容の変更について」をご説明させていただきま

す。資料 3-1 をご覧ください。 
  
 （以下青田課長より説明） 
  

引野会長 ありがとうございました。 
 ただいま事務局より、「市川市中小企業融資制度に係る資金内容の変更について」の説明

がございましたが、ご意見ご質問がある方はお願いいたします。 
 

野口委員  只今、ご説明のあったベンチャービジネス等支援資金について、1,000 万円以上の融資の

申請というのは大体どれくらいあるのでしょうか。 
 

事務局(課長) 平成 28 年度は、ベンチャービジネス等支援資金全体では 21 件の融資実績がありまして、

そのうち 1,000 万円以上の融資が 6 件でありました。 
  

山﨑委員 保証限度額の引き上げの件ですが、市川市以外の近隣の市町村の状況を教えていただけま

すでしょうか。 
  

事務局(課長) 融資制度担当課長会議に参加している、本市以外の県内 15 市に対して調査をしたところ、

千葉市、船橋市、浦安市、市原市、成田市といった比較的人口の多い自治体で融資限度額の

拡充を図ると伺っています。 
  

引野会長 よろしいでしょうか。それでは次の議題に移らせていただきたいと思います。議題 4 とい

うことでこちらも諮問になります。「市川市中小企業融資制度に係る利率及び利子補給率の

運用について」、事務局よりご説明をお願いいたします。 
  

事務局(課長) お手元の資料 4-1 より説明をさせていただきます。 
  
 （以下髙木主幹より説明） 
  

引野会長 ありがとうございました。 
 ただいまの、「市川市中小企業融資制度に係る利率及び利子補給率の運用について」の説

明に関して、ご意見ご質問がある方はお願いいたします。 
 

引野会長 金融機関様の最近のプロパー融資や金利の状況はいかがでしょうか。 
  

山﨑委員 まず、プロパー融資につきまして、以前は都内のサラリーマンのアパートやマンションで

の申し込みが多かったのですが、最近は事業性資金ということで、事業者向け融資に対して



全国的に力を入れてやっております。事業性評価という言い方をするのですが、従来のよう

な担保に限らず成長性や将来性を十分に分析した上で、必要以上に保証人を取らないこと

や、場合によっては信用扱いを考慮しています。 
 また、金利につきましては、去年の 11 月頃より市場金利が上がり、固定金利の調達コス

トについても緩やかに上昇してきているのですが、足元のところで、短期プライムレートが

上がっているわけではありません。金利は、お客様の資金需要の部分や、他行様との競争も

あり、あまり引き上げが出来ておりません。従来とあまり変わらない形で資金対応させてい

ただいている状況です。 
 ただ、中長期的な観点では、金利は緩やかに上昇していくと思います。 

  
引野会長 ありがとうございます。他の金融機関様の状況はいかがですか？ 

  
野口委員 同様に、今までは利率に関しては下げ基調できていたのですが、ここのところは横ばいと

いった状況です。今回の市の融資制度の利率についても問題がないように思います。 
 

引野会長 ありがとうございます。消費税増税を来年に控えて、金融機関の方で特別な動きはありま

すか。 
  

山﨑委員 2019 年 10 月から消費税 10％が予定されているということで、前回の時もそうですが、

今の段階ではまだお客様の方からもそのような話は出ていないです。 
銀行の中でも出ておらず、前回のケースだと、半年前や直前に住宅ローンを含めて駆け込

み需要が発生しています。これは設備投資も含めてです。現状の段階ではまだ動きはござい

ません。 
  

引野会長 消費税増税まで、あと 1 年半くらいですね。他の金融機関様も同じような感じでしょう

か。 
  

野口委員 そうですね。中小企業者の消費税増税を控えての動向は同じ感じです。 
  

引野会長 それでは、議題 5 に移りたいと思います。議題 5 は「その他」となっております。事務局

よりご説明お願いいたします。 
  

事務局(課長) お手元の資料 5-1 より説明させていただきます。 
  
 (以下髙木主幹より説明) 
  

引野会長 只今の事務局からの説明についてご意見ご質問がある方はいらっしゃいますか。 
  
 （質疑等なし） 
  
 
 

 
 



 

引野会長 本日の議事は以上で終了いたします。 
それでは、議題にありました 3 つの諮問に対する答申をまとめたいと思います。議題 2 に

ありました、「市川市中小企業融資制度に係る取扱金融機関の追加について」、新たな取扱金

融機関の追加を了承する答申をしてよろしいでしょうか。 
 

 （異議なし） 
  

引野会長 議題 3 にありました、「市川市中小企業融資制度に係る資金内容の変更について」、融資限

度額の引き上げ等、変更を了承するということで答申をしてよろしいでしょうか。 
  
 （異議なし） 
  

引野会長 最後に議題 4 にありました、「市川市中小企業融資制度に係る利率及び利子補給率の運用

について」、現状通りで変更なしということで答申をしてよろしいでしょうか。 
  
 （異議なし） 
  

引野会長 それでは、本日の議事内容につきましては、市川市へ速やかに答申を出したいと思います。

ここで、皆様にお諮りいただいた諮問に対する答申の手続きに関しましては、会長である 
私に一任いただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

  
 （異議なし） 
  

引野会長 ありがとうございます。 
それでは、事務局より何かございますか。 

  
事務局(主幹) 平成 30 年度の審議会は、開催日等未定でございますが、本年度と同様に年 2 回の開催を

予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 
  

引野会長 今回の議題 4 にありました、「市川市中小企業融資制度に係る利率及び利子補給率の運用

について」は、現状通りとなりましたが、今後の経済情勢や経済指標を注視しながら、当審

議会で随時審議して参りたいと存じます。 
 これにて、平成 29 年度第 2 回市川市中小企業融資制度審議会を閉会いたします。ありが

とうございました。 
  
  
  
  


