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日弁連中小企業法律支援センターが設立１０周年を迎えた。日本弁護士連合会と中小企業庁は、同センター設

立当初から、中小企業支援について連携し、これまでに６つの共同コミュニケを発表してきた。 

同センター設立１０周年の節目に当該分野の行政トップである中小企業庁長官と、日弁連会長が中小企業法務

支援について振り返り、今後の在り方を協議した。（２０２２年（令和４年）６月３０日実施）

 

———日本経済の屋台骨である中小企業を

どう支えるか 

 

小林 中小企業は日本経済の屋台骨であり重要

な存在です。最近ではコロナや経営者の高齢化

に加えて、ウクライナ侵攻の関係もあり原油高・

円安といった中で、中小企業の経営環境はとて

も厳しい状況にあります。そういった中で中小

企業庁としての中小企業支援の方向性・方策等

についてお話しいただけますでしょうか。 

角野 中小企業庁はこれまで様々な給付金や補

助金、無利子・無担保融資など、足下の事業継続

に向けた措置を講じてきました。倒産件数はこ

こ５７年で最も少ない状況に抑えられています。 

ただ、今後はウィズコロナ、ポストコロナの時

代となり、また、物価高騰の局面を迎えるなど、

中小企業にとっては大きな構造変化の波に直面

していくことになります。中小企業経営者の

方々がそういった波を乗り越えていけるよう、

私どもは自己変革に取り組む中小企業を応援す 

 

るための取組、支援に注力していきたいと考え

ています。 

 

———中小企業支援において期待される弁

護士の役割とは 

 

小林 ２００７年に中企庁と日弁連の最初の共

同コミュニケを発表し、その後もその時々の重

要な課題に対処するべく、これまでに合計６回

の共同コミュニケを発表してきました。日弁連

では、２０１７年の定期総会で、「中小企業・小

規模事業者に対する法的支援を更に積極的に推

進する宣言」を決議し、弁護士会をあげて中小企

業支援に全力で取り組むことを確認しています。

中小企業庁としては、士業、そしてその中でも弁

護士に、どのような支援・役割を期待されていま

すか。 

角野 日々、様々な課題に直面する経営者に対

し、弁護士が伴走支援をしたり、あるいは経営者

に寄り添って相談に応じてくれることは、中小
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企業庁としても心強く感じています。 

中小企業庁が運営する経営革新等支援機関の

認定制度には、金融機関や商工団体、税理士等の

士業などの中小企業を支援する機関が、現時点

で３万４千認定されており、弁護士も約７００

強の先生方が認定されております。経営革新等

支援機関による支援の一翼を担っていただいて

おり、感謝を申し上げます。 

特に弁護士の先生方に期待することは、やは

り、事業承継や事業再生の場面においては、法務

の専門的な知識が求められる場面も多いことか

ら、そうした場面での弁護士の支援であり、引き

続き連携を強化していただきたいと考えていま

す。 

 

———中小企業の事業承継は待ったなしの

課題。そこに弁護士という専門家が入ること

で安心感が得られる。 

 

小林 さきほど長官がおっしゃられた事業承継

の関係ですが、直近の共同コミュニケは事業承

継に関するものでした。中小企業の高齢化、後継

者不在に加え、コロナの影響もあり、事業承継は

喫緊の課題です。中小企業庁は事業承継に関し

どのような支援を行っているか、簡単にご紹介

いただけますか。 

角野 事業承継は待ったなしの課題だと認識し

ており、中小企業庁としても、事業承継に関連す

る税制や、士業等の専門家の活用の費用を支援

する補助金の整備など、事業承継支援策を充実

させてきました。 

また、ガイドラインの整備にも力を入れてい

ます。例えば、Ｍ＆Ａによる第三者承継の場合、

譲り渡し側と譲り受け側との間のトラブルや仲

介会社の利益相反の問題などがあり得ることか

ら、２０２０年３月に主に譲り渡し側やＭ＆Ａ

支援機関向けに基本的な情報をまとめた「中小

Ｍ＆Ａガイドライン」を公表しました。また、譲

り受け側による承継後のマネジメントも重要で

あることから、２０２２年３月に「中小ＰＭＩガ

イドライン」を公表しました。 

中小企業庁と日弁連の共同コミュニケに基づ

き、２０２１年度には７地域における事業承継・

引継ぎ支援センターと弁護士会とで、覚書を締

結したり、共同勉強会を３１回開催したりする

など、連携に向けた取組みが浸透してきていま

す。事業承継・引継ぎ支援センターの案件に対し、

弁護士が支援した連携案件は１８件あり、その

うち６件は事業承継が無事に成立しています。

連携案件については「弁護士という専門家が入

ることで契約の際の安心感が高まった」あるい

は「契約書や契約に必要な手続きをチェックし

てもらうことで事業承継を円滑に進めることが

できた」と、前向きな意見も聞かれているところ

です。引き続き、連携を強化し、弁護士による支

援のさらなる充実をお願いしたいと考えていま

す。 

小林 事業承継は、本来の中小企業の活動と大

きく異なり、法務、財務、税務など、複雑な課題

があります。法的リスクの多い取引行為もあり

ますし、デューデリジェンス時に法的な観点か

らのチェックも必須です。ぜひ、弁護士を活用し

ていただきたい分野だと考えています。Ｍ＆Ａ

において、契約書のひな形などもありますが、ひ

な形はあくまでも一般的なものであり、やはり

譲渡する側あるいは譲り受ける側の個別の要望

を聴き取りながら契約書に反映させていくこと

が大切です。そこではやはり顔の見える形での
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相談と、その上での契約書のチェックが必要で

あり、弁護士がＭ＆Ａにかかわるようにしてい

ただきたいです。 

昨年の共同コミュニケで事業承継・引継ぎ支

援センターとの連携強化をし、我々も取組を進

めています。中小企業庁・中小機構・日弁連での

三者協議も２～３か月に１度くらいのペースで

させていただき、課題の把握や対応策を協議さ

せていただいています。日弁連内でも、Ｍ＆Ａ支

援ができる弁護士の養成、研修や、ＯＪＴを通じ

た知見の習得支援に取り組んでいるところです。 

角野 人材育成は非常に重要であり、その点に

ついてもぜひ協力をさせていただきたいと思い

ます。 

 

———コロナ禍の事業再生局面において弁

護士が果たす役割とは 

 

小林 コロナの影響もあり過剰債務の負担に苦

しむ事業者も増えています。事業者の再生局面

で、弁護士の関与が必要であると思いますが、ど

のような役割を期待しておられますか。 

角野 コロナも長期化し、事業者の債務の問題

はますます重要になってきています。既に５割

以上の事業者がコロナ融資の返済を始めていま

すが、一方で債務の過剰感を持つ事業者も増え

てきております。これに対応すべく、２０２２年

３月に金融庁・財務省とも連携の上で、「中小企

業活性化パッケージ」を策定しました。特徴は、

収益力改善フェーズ、事業再生フェーズ、再チャ

レンジフェーズという３つのフェーズで支援し

ていく構成になっているところです。各都道府

県に１つ、中小企業活性化協議会を設置し支援

を開始しています。 

そのような中、弁護士による支援に非常に期

待していることが２つあります。１つは、事業再

生局面での事業再生計画の作成です。いわゆる

４０５事業を活用しながら、今年３月に発表し

た「中小企業の事業再生等に関するガイドライ

ン」に基づいて計画を策定した場合に費用を手

厚く補助する制度を作りましたが、こういった

事業再生の計画づくりの場面において弁護士に

も積極的に支援いただけるとありがたいです。

それに対しては我々もしっかり支援をしていき

たいと思っています。 

２つめが再チャレンジフェーズです。ややも

すると、中小企業経営者は個人保証もあること

から、廃業＝個人破産となりますが、それでは再

チャレンジが難しくなってしまいます。経営者

の個人破産をできるだけ回避して再チャレンジ

できる社会づくりは非常に大事だと考えていま

す。そこで、廃業型の私的整理手続を活用するこ

とで、社会的信用を大きく損なうことなく、円滑

に廃業できるという仕組みとして、「廃業時にお

ける『経営者保証に関するガイドライン』の基本

的考え方」を２０２２年３月に公表しました。会

社が廃業しても個人破産を回避できるというメ

ッセージを社会に広く発信することで、再チャ

レンジを促していきたいと思っており、この場

面においても弁護士の皆様の現場での支援が重

要であることから、引き続きご協力をお願いし

たいと考えています。 

特に地方においては事業再生を扱う弁護士の

数が少ないと聞いており、事業再生の前線で活

躍される弁護士の方々にもスポットライトを当

てていただいて、情報発信も含めて、ご協力をい
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ただけるとありがたく思います。 

小林 事業再生の局面においては権利義務の調

整になるので、弁護士の関与が必要です。中小企

業活性化協議会による私的整理などの私的整理

手続は、非公表であり、商取引債権も保護するの

で、事業価値を維持したまま再生することが可

能です。ぜひ、ここは弁護士を活用していただき

たいと思います。 

また、経営者の個人保証の問題が早期の事業

再生のボトルネックになってしまうことがあり

ますが、「経営者保証に関するガイドライン」を

活用すれば個人破産を回避しながら保証債務の

整理ができます。非公表であり、社会的な信用も

維持されるので、積極的な活用が望まれるでし

ょう。 

角野 経営者保証については、再チャレンジ可

能な社会を目指すため、経営者保証による融資

という慣行をできるだけ社会からなくしていく

ことが大事だと考えています。そこで、今、力を

いれているのが、新しく事業を開始する、あるい

は事業承継される方が、リスクをとってチャレ

ンジできるようにするための施策であり、今回、

政府の取りまとめた「新しい資本主義のグラン

ドデザイン及び実行計画」には「創業時に信用保

証を受ける場合には、経営者による個人保証を

不要にする等、個人保証の在り方について見直

す」旨を明記しています。こういった施策を一歩

一歩進めることで、個人保証をとることは当然

という現在の融資慣行を変えていきたいと考え

ています。 

小林 先ほど、再チャレンジをということを長

官がおっしゃいましたが、持続可能な経営環境

をつくることは経営の人的資源を生かすという

意味でもとても大事なことだと思います。 

角野 全くおっしゃるとおりであり、これから

の日本が持続可能な社会になっていくには、経

営者の方が挑戦するということが大事であり、

それに向けて取り組んでいきたいと思います。 

 

———中小企業庁のめざす伴走支援と、弁

護士に期待されること 

 

小林 日弁連は、今年９月に愛知大学で弁護士

業務改革シンポジウムを開催する予定をしてお

り、そこでは、従来の顧問弁護士のような困った

ときの相談ではなくて、弁護士が積極的に経営

支援をしていくという意味で、顧問弁護士の新

たな役割を追求していきたいと考えています。

これは長官がおっしゃられた伴走支援にもマッ

チすると考えており、伴走支援の拡充に向けて

我々も積極的に取り組んでいきたいと考えてい

ます。そこで、中小企業庁で行われている伴走支

援の中身について紹介していただけますか。 

角野 環境変化が激しい時代においては企業の

自己変革力が問われますが、経営者が単独で自

己変革するのは至難の業です。そこに第三者が

かかわる意義があると思っています。私どもが

打ち出している経営力再構築伴走支援モデルに

は大きく２つの特徴があります。 

 １つめの特徴は課題設定力であり、支援者は

課題設定のところから伴走して支援します。こ

れは、行政の反省でもありますが、これまでは、

「補助金がほしい」とか「海外に販路を開拓した

い」といった課題を抱える事業者に対し、課題に

応じた課題「解決」のための支援策を提供してき

ましたが、そもそもの課題「設定」の方向性が適

切でない場合もあり得ます。現在のような不確 
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実性の時代には、「経営力そのもの」が問われる

ため、そもそも経営者にとっての本質的な課題

は何なのかというところに向き合って、方向づ

けをしてもらうということがとても大事であり、

課題「設定」の段階から伴走して支援することが

重要ではないかと考えています。 

 ２つめの特徴が「対話と傾聴」です。これも我々

の反省ですが、経営者に対する支援というと、支

援者が知見に乏しい経営者に教育しようとする、

ややもすると上から目線での支援といった印象

を与えてしまうこともあったかもしれません。

そうではなく、経営者と支援者が信頼関係をベ

ースとして対等なパートナーとして対話をして

いくことが大事です。「対話と傾聴」を通じて経

営者自身が「何が本質的な問題か」について気づ

きを得て、納得して、初めて内発的動機が生まれ

ます。その結果、自己変革をし、社員を説得しな

がら会社一丸となってあるべき方向へ進んでい

くという力が発揮されると考えています。そう

いう意味での伴走支援モデルを関係機関と連携

して全国展開し、中小企業の自己変革力を高め

ていく取組を進めて行きたいと考えています。 

小林 伴走支援、これは角野長官肝入りの取組

だと受け止めています。ぜひ、日弁連も協力させ

ていただければと思います。 

 

———スタートアップの段階から弁護士に相

談を 

 

小林 岸田政権の新しい資本主義の中でも人の

支援とともにスタートアップ企業に対する支援

についても大きな柱になっています。日本の経

済成長を支える大きな原動力になることでもあ

り、これについて中小企業庁の取組もお聞かせ

ください。 

角野 スタートアップ企業の大きな問題となっ

ているのが、一つは知的財産の関係です。例えば

中小企業が商品開発をしたり新しい技術を開発

したりして収益をあげていこうとするときに、

その企業の知的財産が取引先の大企業に奪われ

てしまうとか、たとえば共同研究といいながら

も、よくみると知的財産が全部、相手方に帰属す

るといった不平等な内容であるということがあ

ります。しかも中小企業の経営者の方が、問題の

ある契約だということに気づかないケースも多

いという点も問題です。こういったスタートア

ップ・中小企業と大企業とのオープンイノベー

ションにおいて、技術が奪われないよう適切に

権利を保護していくことが求められています。

中小企業庁には、弱い立場の下請け中小企業を

守る下請けＧメンと呼ばれる職員が２５０人い

るのですが、今般、中小企業の知的財産の保護の

観点から、知財Ｇメンという制度を今回発足さ

せました。知的財産というのはかなり専門的な

知識が必要とされるため、特許庁の応援も借り

て対応チームで取り組んでいます。さらに、専門

的な知識が必要であるため、「知財アドバイザリ

ーボード」をあわせて設置し、このアドバイザリ

ーボードの委員長も弁護士の方に務めていただ

いています。このように、スタートアップを始め

中小企業の知財の権利を守るという観点からも、

今後ますます弁護士の役割が重要になってくる

ため、こういった面でもぜひ連携を深めさせて

いただければと考えています。 

小林 特に下請けの場面では中小企業は弱い立

場になっていますので、中小企業が持っている
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特許を含めた知的財産を守っていくことは大事

だと思います。私自身も中小企業の経営者の方

からご相談をいただき、契約書の見直しなどア

ドバイスをした経験があります。 

日弁連では各地の弁護士会と協力して中小企

業経営者向けの法律相談窓口「ひまわりほっと

ダイヤル」を開設して日々ご相談を受けていま

す。スタートアップに関する法的な悩みについ

ても相談いただけますので、ぜひご活用いただ

きたいです。 

 

———あらためて弁護士との連携の重要性

を実感。様々な場面で中小企業にとって弁

護士の役割は大きい。 

 

小林 多くの中小企業に税理士や公認会計士が

関わっておられますが、顧問弁護士がいたり、法

的課題を弁護士に相談したことがある中小企業

はまだまだ少ないです。本日長官とお話しをさ

せていただき、弁護士が中小企業のお力になれ

る分野は非常に大きいと改めて感じました。日

弁連は一層取組を強化していくので、中小企業

庁との連携もさらに強化していきたいと思いま

す。本日は本当にありがとうございました。 

角野 あらためて弁護士の先生方との連携の重

要性をかみしめているところです。会長がおっ

しゃるように様々な場面で中小企業にとって弁

護士の先生方の役割はますます大きくなってい

くと考えております。ぜひ日弁連との連携をさ

らに強化していければと思っていますので、引

き続きよろしくお願いします。本日はありがと

うございました。 

 

 


