新たな時代への挑戦
～連携組織で未来を拓く～

特集

九州・沖縄各県中央会による内容の慎重な
吟味の結果、新型コロナウイルス感染症対策を
はじめとした、
国等に対して要望する中小企業・
小規模事業者の積極的な事業活動を支える政
策について、８項目43議案が決議されました。
議決された、要望と大会宣言、本県における
被表彰者について、ご紹介致します。

１．新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
中小企業への対策強化
２．組合等連携組織対策の拡充・強化
３．地域経済再生に向けた大胆かつ実効ある景
気対策の実施
４．九州・沖縄地域の振興とインフラ整備の積
極的な促進
５．商店街及び中小小売商業の需要喚起に対す
る支援の充実・強化
６．中小企業に対する資金繰り支援の充実強化
７．地域の雇用を維持・創出するための支援策
の拡充強化
８．中小企業における経営力向上及び経営基盤
強化のための税制の拡充
９．九州・沖縄地域の自然災害発生に対する支援
の強化

大分オアシスタワー」
（大分市）において、
「第
60回中小企業団体九州大会」を開催する予定
でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止の観点から、書面により大会決議及び大
会宣言、九州中小企業団体中央会連合会会長
表彰の議決を行いました。

大会スローガン
九州中小企業団体中央会連合会と大分県中
小企業団体中央会は、９月10日、
「ホテル日航

大

会

宣

言

令和二年九月十日
第六十回 中小企業団体九州大会

わが国経済は今、新型コロナ感染症の感染拡大とその影響の長期化によ
り様々な機会損失が続き、まさに国難ともいうべき状況にあり、国の礎で
ある中小企業・小規模事業者は、これまで経験したことのない未曽有の経
営危機に直面している。
このような厳しい現況下にあっても、地域経済を下支えする中小企業・
小規模事業者は、なんとか事業の継続と雇用維持が両立できるよう懸命な
努力をしているところである。
しかし、中小企業・小規模事業者の経営体力は、既に大きく疲弊しており、
さらなる影響の長期化は、
必死に耐えている中小企業・小規模事業者の倒産・
廃業を一気に広め、地域社会をも崩壊させてしまう危険性を秘めている。
この様な中、九州各県に甚大な被害をもたらした「令和二年七月豪雨」は、
さらに追い打ちをかけ、事態を一層深刻化させている。
中小企業・小規模事業者には、これまでにも深刻化する人手不足、働き
方改革への対応、事業承継といった様々な経営課題が山積しているが、これ
に新型コロナ感染症や豪雨の影響が加わり、まさに三重苦、四重苦といった
状況にあり、もはや一刻の猶予もない。
本大会は、新型コロナ感染症の影響により、六十回の歴史の中で初めて、
書面による大会とし、
「新たな時代への挑戦～連携組織で未来を拓く～」を
メインテーマに、中小企業・小規模事業者が直面する課題解決のために必
要な諸施策について決議を行った。
国には、このような深刻な状況にある、中小企業・小規模事業者の事業活
動を守り、将来に向けての展望がひらけるよう、新型コロナ感染症の拡大防止
を徹底し、早期収束に向け全力で取り組むとともに、前例にとらわれない大規
模な地域経済復興策を推進すること、被災地の復旧・復興を加速させること
など、本大会が決議した事項を早期に実現するよう強く要望するものである。
我々、中小企業・小規模事業者もまた、中小企業組合等の連携組織を中
心に一層の団結を深め、組織の力で経営課題の解決に努めることを再確認
するとともに、地域経済を牽引し明るい未来を切り拓く役割を担うことを
ここに誓うものである。
右、宣言する。
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第60回中小企業団体九州大会の
決議内容について

２．感染症対策としての緊急経済対策と復興支
援策の拡充
感染症の拡大とその影響が長期化する中、新
しい日常を取り戻すには、疲弊した経済の再生が
不可欠であり、特に日本経済を支える中小企業・
小規模事業者に対する支援策の充実が重要であ
るため、更なる支援策の充実と迅速な実施が必
要である。
⑴
  持続化給付金の拡充
持続化給付金は、感染症の影響により売上
が激減した事業者にとっては、当面の運転資
金を確保できる大変有効な制度であるが、
「前
年同月比で事業収入が50%以上減少」が求め
られるなど受給要件が厳しく、支援対象になら
ない中小企業も少なくない。ついては受給要件
の緩和、売上減少額等損害規模に応じた給付
額の上限引上げ、コールセンターや申請サポー
トセンターの増設による相談体制の充実を図
るなど、厳しい経営環境に置かれている中小企
業の事業継続をより一層支援すること。
⑵ 地方創生臨時交付金の大幅な拡充
感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受け
ている地域経済の再生を支援するため、地方
創生臨時交付金１兆円の予算が確保され、各
自治体の実情に応じたきめ細かな各種の支援

３．感染症対策としての中小企業への税制面の
配慮
⑴ 感染症拡大により影響を受ける中小企業・
小規模事業者へ配慮し、納税猶予の措置が講
じられているが、猶予は事業者の負担の先送り
に過ぎないので、減税や免除についての拡充
措置を講じること。

NEWS FUKUOKA 2020.10

3

集

１．新型コロナウイルス感染症の早期収束体制
の確立
我が国経済は、政府の経済政策の効果などに
より雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調
にあった。しかし昨年12月に中国・武漢において
はじめて症例が確認された、新型コロナウイルス
感染症（以下、
「感染症」という。
）は、世界各国
へと広がりを見せ、今年１月には国内初の感染者
が確認され、国内外において、社会生活や経済活
動に深刻な影響を与えている。
感染症の影響の長期化により、個人消費を中
心に経済活動が停滞し、あらゆる業種・業界にお
いて売上げが激減し、廃業・倒産の危機に直面
している中小企業・小規模事業者も少なくない。
そのため、国は、感染症の早期収束とウイルス
と共存（ウイズコロナ）する環境の構築に向け、
一日も早くワクチンや抗ウイルス薬などの開発・
確保・供給体制を確立すること。また、安全で安
心な事業環境の構築に向け、必要に応じ業種別
ガイドラインを見直し、事業者が実施する感染拡
大防止策への支援を拡充すること。

特

新型コロナウイルス感染症対策

策が実施できることとなっている。
しかし、地域経済再生には相当の時間を要
することが確実視されているほか、特に宿泊、
飲食、
サービス業の落ち込みはリーマン・ショッ
ク以上であり、倒産・廃業の危機に直面してい
る事業者も少なくない。また、休業要請に応じ
た企業に対する支援については、地方自治体
間で差が生じているが、この差を埋めるために
もこの交付金は有効である。ついては地方創生
臨時交付金について、全国知事会が要望して
いる金額（３兆円）まで大幅に増額すること。
⑶ 雇
 用調整助成金の受給手続きの簡素化・迅
速化
感染症の影響を受けている中小企業・小規
模事業者にとって、雇用調整助成金は従業員
の雇用を守る命綱と位置付けられており、国も
本制度の大幅な拡充や申請要件の緩和等に努
めているが、一方で、手続きが煩雑であるとの
理由で申請自体を断念するケースも少なくな
いことから、相談窓口の拡充や審査の簡素化な
ど、中小企業・小規模事業者が円滑に申請で
きるための環境整備に努めること。
⑷ 中
 小企業救済措置としての資本性劣後ロー
ンの積極的活用
令和２年度第２次補正予算で措置された、
「資本性資金供給・資本増強支援事業」は、感
染症の影響で、売上減少などにより財務状況
が悪化した中小企業に対し、長期間元本返済
が不要で、金融機関から自己資本とみなされる
資本性劣後ローンで資金を供給するものであ
り、倒産の危機にある企業の財務基盤の強化
に有効な支援策として期待される。
ただ、長期とはいえ、返済期限は約５年から
最長で20年までとなっており、期限が来れば
一括で返済しなければならないほか、金利も当
初３年までは一律0.5％であるが、その後は業
績と連動することとなっており、金利の負担増
等が懸念される。ついては、事業継続が危ぶま
れる多くの中小企業が安心して活用できるよ
う、返済期限の無期限化（永久劣後ローン）や
金利の更なる低下など、返済条件の改善を図
るとともに、金融機関に対し当該支援策の積極
的な推進を要請すること。

Feature articles

提 出 議 案

⑵ 感染症終息後、対策財源確保のための増税
が懸念される。政府による何らかの財源確保措
置は不可避であるが、税制改正にあたっては、
景気動向の的確な判断や中小企業・小規模事
業者への影響を十分に勘案し、経済活動の弱
体化や景気後退につながるような安易な増税
は行わないこと。
⑶ 大企業に比べ内部留保の少ない中小企業・
小規模事業者は、感染症拡大による影響は大
きく、長期化すれば倒産や廃業が相次ぐ恐れ
があることから、中小企業・小規模事業者に対
する留保所得の特別控除等、内部留保の充実
を図るための租税特別措置を講じること。
４．感染症終息後を見据えた大規模な需要喚起
支援
 感染症終息後の消費喚起策として、
「Go To
キャンペーン事業」に１兆６千億円近い予算計上
が予定されているが、インバウンドの急速な回復
が見込めない状況下において、国内のみの大規模
な需要喚起策を迅速に実施することが必要であ
る。そのためには更なる予算の増額を図るととも
に、施策を実施するにあたっては、地域の中小企
業・小規模事業者が幅広く恩恵を受けられるよ
うな制度設計にすること。
５．感染症拡大により危機に立たされた商店街
向け施策の充実化
⑴ 地域の商店街は、地域住民の身近な買い物
の場であると同時に、地域の賑わい創出や防犯
等にも大きく貢献してきた。
今回の感染症の影響が長期化し、商店街活
動が衰退した場合、地域コミュニティの担い手
としての機能を十分に果たせなくなることか
ら、商店街等を対象に、円滑な商店街運営の継
続を図るための補助金制度を創設すること。
⑵ 感染症拡大に伴い、多くの商店街店舗では
売上が大きく落ち込み、テナント賃料など固定
費の支払いに苦慮している状況である。こうし
た中、多くの不動産オーナーは賃料の減免や猶
予を余儀なくされているが、共倒れを防止する
観点から、来年度の固定資産税については猶
予措置に加えて、軽減・減免措置を講じること。
６．
「新しい生活様式」に対応するための予算
措置
 感染症の発生に伴い、
「新しい生活様式」実践
例が示されている。日常生活の各場面別の生活
様式として示されている中には、買い物の場面で
は「通販の利用」
、食事の場面では「持ち帰りや出
前、デリバリー、対面ではなく横並びで座る」な
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どが明示されている。
このような新しい生活様式に対応し、非接触型
のビジネス・業態への転換など新たなサービス
により売上げを確保する必要に迫られているが、
経営資源の乏しい中小企業・小規模事業者には、
資金やノウハウがなく、単独で対策を講じること
は困難である。そのため中小企業・小規模事業
者から構成される組合等の連携組織に対して、店
舗の環境整備や業態転換に対する支援など、新
たな生活様式に対応するための支援策を創設す
ること。
７．中小企業が新規学卒者等を採用するための
支援策の創設
 近年、新規学卒者の就職内定率、また有効求人
倍率ともに、長期景気回復局面において高い水準
が推移していた。しかしながら感染症による「コ
ロナショック」により景気は後退し、その長期化
も懸念される。
こうした中、中小企業の若年者の新規雇用意
欲を維持するため、また第２の就職氷河期「コロ
ナ世代」を作らないためにも、採用意欲のある中
小企業への支援を強化する必要がある。
そのため、中小企業が新規学卒者等を採用し
た場合の賃金助成制度の創設等、中小企業の新
規学卒者の採用を推進するための予算措置を講
じること。
総 合 ・ 組 織
１．総合経済対策に基づく中小企業支援の強力
な推進
我が国経済は、長らく、緩やかな回復基調が続
いているとの判断が示されてきたが、消費税率の
引き上げや度重なる自然災害等の影響もあり、実
質GDPはマイナス成長に転じた。
さらに、昨年末から世界中に猛威を振るった感
染症は、世界経済に甚大な影響を及ぼしており、
今後、深刻な景気後退局面に陥る可能性を否定
できない。
政府においては、今年４月に閣議決定された
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基
づき、令和２年度第１・２次補正予算を成立させ
たが、引き続き感染症の早期収束に取り組むとと
もに、消費と投資の両面から切れ目のない総合経
済対策を実施することにより、地域経済を支える
中小企業・小規模事業者に対する支援を強力に
推進すること。
２．組合等連携組織対策の拡充・強化
感染症の拡大により、国内外が未曾有の危機

５．環境資源問題への適切な対応と支援強化
地球温暖化や限りある資源の有効活用を図り、
地球規模で深刻化する環境資源問題に対する適
切な循環型社会への構築に努めること。
特に、省エネ・省資源・リサイクル等の技術開
発や販路開拓に取り組む中小企業に対する支援を
行うとともに発電、節電、蓄電、省エネ並びにリサ
イクル設備の導入に関して必要な支援制度の充実
を図ること。また、エネルギーの地産地消に取り組
む中小企業及び組合の取り組みを支援すること。

７．不公正取引の根絶並びに下請取引の適正な
運用
⑴ 不当廉売、優越的地位の濫用、誇大表示、過
大な景品付販売等の不公正な取引方法に対し、
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４．各種中小企業支援策の活用環境整備
中小企業が、変化する市場ニーズを的確に把
握し、新たな新製品・サービス開発等に取り組む
ためには、
「中小企業等経営強化法」
「中小企業
ものづくり基盤技術高度化法」
「中小企業地域資
源活用促進法」
「六次産業化法」
「農商工等連携促
進法」等に基づく諸施策及び「ものづくり補助金」
等の活用が有効である。そこで、これら支援施策
充実のため、より一層の資金面・人材面の支援強
化を図るなど、施策を円滑に利用できるような環
境整備を行うこと。

集

３．中小企業連携組織を支援する中央会予算の
拡充・強化
中小企業団体中央会は、組合等連携組織を通
じて中小企業の経営基盤の強化を図るため、国の
中小企業施策の中心を担ってきた。
とりわけ、九州・沖縄の８中小企業団体中央会
は、約40万の中小企業者を組織化し、4,000を超
える組合を擁しており、九州・沖縄地域の活性化
のためには、組合を活用した全体の底上げを図る
ことが必要不可欠である。
そのため国は、組合等連携組織の総合支援機
関である中小企業団体中央会の事業費と人件費
を確保し、交付税措置するとともに、都道府県は
中央会関連予算を十分に確保すること。

６．中小企業並びに官公需適格組合への官公需
発注の増大実現
⑴ 国及び地方公共団体は、
「中小企業憲章」及
び「官公需法」に定める「中小企業者に関する
国等の契約の基本方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への優先発注をはじ
め分離・分割発注並びに前倒し発注を促進し、
適正価格での発注に努めること。
また、国は、引き続き、地方公共団体に対す
る官公需適格組合制度の一層の周知を図り、
官公需発注の増大に努めること。
⑵ 官公需適格組合については、これまでも発
注側の理解・認識が低く、組合関係者の永年
の努力が結果に表れていない状況であり、加え
て、入札・契約制度における一般競争入札が
増加する中では、その取扱や位置付けが不明
確であるなど、官公需施策に基づく制度維持
が困難な状況となってきている。
ついては、各省庁並びに地方公共団体に対し
て、官公需適格組合への組合随契制度の活用を
指導するなど、その育成支援を強く求めること。
⑶ 電磁的手法による入札、納品、契約等の推進
に当たっては、中小企業が円滑に対応でき、か
つ、中小企業者の受注機会が奪われることの
ないよう配慮すること。
特に、リバースオークション方式で安値をつ
けた企業に発注する「競り下げ方式」は、低価
格競争を助長し、中小企業の事業環境に悪影
響を及ぼすだけでなく、共同受注を行う官公需
関係組合の存在を揺るがす大問題であるため、
絶対導入しないこと。
⑷ 資材価格の高騰や、建設技能労働者（職人）
の不足により公共工事の入札で落札者が決ま
らない入札不調が相次いでいる。過度な低価
格入札が横行し、採算割れに加えて不良工事
や事故等の危険性も高まっているため、最低制
限価格制度の運用をより強化するとともに、低
入札価格調査制度を厳格に活用し、適正価格
での発注を行うこと。
⑸ 国等が発注する官公需を受注することは、中
小企業の仕事の確保の他、技術力・信用力及
び経営基盤の強化に繋がる。また、環境負荷の
低減、事業継承・若手技能者の育成等多様な
相談が多いことから、きめ細やかな官公需相談
業務を行うための「官公需総合相談センター」
に対する予算措置を講じること。

特

に直面する中、経営基盤の脆弱な中小企業・小
規模事業者にとって、もはや個々の自助努力によ
る限界を超えており、事業を継続するかどうかを
迫られる極めて深刻な状況となっている。
このような時こそ、中小企業個々の自助努力に
加え、お互いの経営資源を補完し合い協同の力で
経営課題の解決に取り組む中小企業組合を始め
とする連携組織の役割はますます重要となって
いる。特に、経営力の強化、生産性向上、取引力
の強化、創業支援、経営革新、事業承継、ものづ
くり、海外展開等、中小企業を取り巻く課題に的
確に対応するためにも、政府は組合等連携組織
に対する施策を拡充強化すること。

国は監視・監督の強化に努めること。
また、下請中小企業振興法に基づく振興基
準の趣旨に沿って、親企業の優越的地位の濫
用等による下請取引の違反行為について、厳
正な措置を講じること。
⑵ 下請取引の適正な推進の徹底を図るため、
「下請適正取引等の推進のためのガイドライ
ン」や「中小企業・小規模事業者のための価格
交渉ノウハウ・ハンドブック」等に基づいて親
事業者と下請事業者が適正な取引関係を構築
し、双方が収益性を確保できる関係づくりを周
知・徹底すること。
８．エネルギーコスト低減に向けた取り組み
大企業に比べてエネルギーコストの占める比
率が高く、代替手段に乏しい中小企業・小規模
事業者は、高騰する電気料金等をそのまま受け
入れるしかない。
平成28年４月から電力、平成29年４月からガ
スの小売全面自由化が開始されたが、必ずしもエ
ネルギーコストの低減に繋がらない可能性も懸念
される。エネルギー市場の自由化は、中小企業の
経営基盤の強化に資するよう制度運用すること。
９．
九州地域の中小企業の海外展開支援拡充
人口減少・少子高齢化の進行等により内需が
伸び悩む中、企業の海外展開に対する意欲が高
まっており、国の新成長戦略等においても、中小
企業の海外展開を重要な政策課題として位置付
けている。
近年、中国を中心としてアジア地域が急速な経
済成長を遂げている中、九州地域は、アジアにお
ける地理的優位性、多様な産業集積など高いポ
テンシャルを有しており、アジアと日本を結ぶ重
要な拠点である。
感染症終息後、中小企業が海外市場の開拓に
取り組めるよう、支援人材を整備し、展示会・見
本市や市場の動向などの情報の提供、販路拡大
の支援、知的財産の活用と問題解決などの支援
策を強化すること。また、中小企業のグローバル
人材の育成や外国人人材の活用のための支援も
講じること。
10．ものづくり補助金の予算の拡充強化・恒久
化と地域事務局の機能強化
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者
が取り組む革新的サービス・試作開発・生産プ
ロセスの改善を行うための設備投資等の支援を
目的とした大変有効な支援策である。
また、使い勝手が良いことからそのニーズは極
めて高く、ものづくり企業等の生産性の向上や経
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営基盤の強化、競争力の強化、雇用の確保等の波
及効果も大きく景気対策として重要な支援であ
るため、以下の措置を講じること。
⑴ 厳しい経済環境の中、ものづくり企業をさら
に後押し、地域経済の活性化を強力に推進す
るために予算の拡充強化と恒久化を図ること。
⑵ 感染症の影響が長期化し、業態転換等を迫
られる事業者が出てくることも予想されること
から、こうした事業者が新たな製品・サービス
の開発や生産工程の改善などにより経営基盤
を強化し競争力を高めることができるよう、更
なる補助率及び補助金上限額の引き上げなど、
予算の拡充と制度の簡便化を図ること。
⑶ 令和元年度補正ものづくり補助金では、地
域事務局の予算が大幅にカットされ、補助事業
者に対するきめ細かな支援や事業化・販路開
拓支援も実施できない状況にある。そのため、
事業実施期間及び事業実施後の支援が十分に
行えるよう、地域事務局の予算の拡充を行うこ
と。また採択企業の販路開拓、販売促進を図る
ためのフォローアップ事業の予算についても、
更なる拡充・強化を図ること。
地 域 振 興
１．公共工事の重点配分と地元中小企業への優
先発注並びにその支援
平成28年熊本地震の影響は、熊本県・大分県
にとどまらず、九州全域に及んでいる。
自然災害からの防災・復旧のためのインフラ
整備等、九州・沖縄地域の振興発展のため、地域
特性に配慮した公共工事の重点配分と地元中小
企業への優先発注を行うとともに、雇用対策を含
めた即効性のある経済対策を強力かつ継続的に
推進すること。
特に、九州・沖縄地域の中小建設業は、公共工
事への依存度が高く、公共工事の減少から、企業
淘汰を余儀なくされており、これが雇用問題など
地域格差の要因となっていることから、建設業の
再生や円滑な新分野進出など総合的な中小建設
業の支援策を講じること。
２．高速交通網整備の早期着実な推進
東九州自動車道の北九州～大分～宮崎間は平
成28年４月に開通したが、全線開通に向けた早
期事業化と暫定２車線区間の４車線化への早期
実現や九州中央自動車道、南九州自動車道、九州
と四国を陸路で結ぶ豊予海峡ルートの実現など
高速道路未整備地域の早期整備を行うこと。ま
た、九州新幹線西九州ルートの早期整備（令和４
年度開業予定）や東九州新幹線の実現、さらに、

商 業 振 興
１．まちづくり・にぎわいづくり推進のための
支援強化
⑴ コンパクトで賑わいあるまちづくりが全国
で進展するよう、改正まちづくり三法の趣旨に
そった実効ある支援策を引き続き強化推進す
ること。また、地方都市においては、その地域
の歴史性や文化性にも十分に配慮した支援を
さらに強化すること。
⑵ 都市計画法の改正により店舗面積が１万㎡
を超える大型店の規制は可能となったが、規制
を受けない１万㎡以下の店舗に形態を変えて出
店していることから、各自治体に対し、対象と
なる店舗面積のさらなる引き下げを促すこと。
⑶ 大型店や大資本チェーン店、地権者などに
対し、商店街組合等への加入や活動への参加
を求めるとともに、改正まちづくり三法に盛り
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４．アジア圏観光客誘致拡大並びにクルーズ船
観光客増加のための環境整備
九州・沖縄地区へのアジア圏観光客は増加傾
向にあったが、この度の感染症拡大の影響により
観光客の減少は、九州全体の観光産業に大きな
影響を与えた。感染症終息後は、受入側が安心し
ておもてなしできるよう検疫等の徹底や厳格化
に向けた体制を構築し、アジア圏観光客の誘致の
拡大、インバウンド効果を高めるためのＰＲ活動
の他、九州各県の広域に跨った地域の自然環境
や歴史文化などの地域資源を連携させた観光圏
を形成し、地域社会、経済そのものの活性化に繋
げるための支援を講じること。また、海外からの
大型クルーズ船入港のための港湾等のインフラ
整備や、外国人観光客の入国審査手続きの迅速
化に向けた環境整備を図ること。

２．中心市街地の再生及び商店街・共同店舗等
商業集積の整備への一層の支援強化及び災
害対策の充実
⑴ 中心市街地の再生に取り組むためには、都
市機能の充実を含めた総合的まちづくりと地
域づくりを併せて進めていく必要がある。
そのため、単に商店街への補助金・助成金
を拡充するだけでなく、具体的に、地域づくり
のグランドデザインを描き、その中で産業の振
興、観光資源を含めた地域資源の活用等を積
極的に推し進め、地域づくりとまちづくりとを
一体化した中心市街地再生の抜本的施策を引
き続き講じること。
⑵ 地域コミュニティの担い手である商店街の
再生に向け、少子高齢化社会に対応したまち
づくりを推進するため、各自治体が積極的に商
店街と連携を図って、商店街・共同店舗等が
NPOや市民、学校などと連携して行う子育て
支援や介護などのコミュニティビジネス、高齢
者コミュニティ施設の運営や空き店舗を活用
したチャレンジショップ事業等商店街の新陳
代謝を図る支援策の充実・強化を引き続き講
じること。
⑶ 共同店舗に対する高度化融資の空き店舗部
分に関する返済猶予を実施すること。
⑷ キャッシュレス決済の推進及び定着を図る
べく、中小企業・小規模事業者が取組むキャッ
シュレス端末導入や加盟店手数料等の負担軽
減、セキュリティ対策についてハード・ソフト
両面での支援を充実・強化すること。
⑸ 商店街・共同店舗等が行う太陽電池やLED
照明等の省電力・省エネ施設導入等の二酸化
炭素排出抑制対策や環境対策事業等への支援
を充実・強化すること。
⑹ アーケードや共同店舗等の共同施設・設備
の耐震強化のための支援及び大規模災害被災
を想定した発電機設置等の自立型設備導入等
への支援を充実・強化すること。

集

３．高度産業技術の多様な展開の支援強化
九州は自動車関連産業の集積が進み、そこで
培われた高度産業技術は多様な方向へ展開する
ことが可能である。
今後は高度産業技術の一層の質的向上を推進
するため、工業団地等の基盤整備を図り、設備投
資及び人材育成のための金融・税制面の支援を
充実強化すること。

込まれた地域社会に対する責任と貢献を果た
すため、業界自主ガイドラインの各店舗への周
知・徹底を図ること。また、各自治体に対し、
大型店の地域貢献等に関する条例やガイドラ
インの制定等を促すこと。
⑷ 商店街が設置した公共性の高い共同施設
（アーケード等）の保守・修繕及び解体・撤去
費用に対する補助金制度の拡充と商店街共同
施設の借入金償還に係る賦課金と減価償却費
との差額（所得）への非課税措置を講じること。
また、共同施設に係る資金を借り入れる際に、
個人保証の免除等の弾力的運用を図ること。

特

今後アジア太平洋地域において増大する航空需
要に対応するための国際空港及び海上高速交通
網など、九州・沖縄地域における総合的交通網
の整備・実現を早期かつ着実に推進すること。併
せて、これら幹線整備と連動した地域交通網の整
備を推進すること。

３．インバウンド需要回復に向けた商店街事業
への支援強化
平成30年における外国人入国者は約3,010万
人で，前年に比べ約267万人（約9.7％）増加し、
過去最高となった。
しかし、令和２年度３月期は、前年同月比93.0％
減の19万４千人となったが、感染症の終息後を見
据え、商店街がインバウンド需要を取り込んでい
くための中長期的な取り組みが必要である。
そのため、全国各地の商店街における免税制度
の周知や多言語化への対応のための、人的、財政
的な負担に対しての支援を引き続き講じること。
金

融

１．政府系中小企業金融機関における政策機能
の維持・強化
商工中金及び日本政策金融公庫については、
中小企業政策の重要な役割を担ってきた。とりわ
け、商工中金は中小企業団体及び構成員の金融
円滑化を目的とした金融機関であり、組織金融の
担い手として引き続き、政策機能が発揮できるよ
う十分な措置を講じること。
また、日本政策金融公庫が行う創業時の計画
立案・金融支援等は、開業率増加の観点からもそ
の機能を継続・強化できるよう措置を講じること。
２．信用組合等民間金融機関の地域金融機能の
堅持
金融検査マニュアルが廃止され、地域性や金
融機関の特性に応じた債務者区分や引き当てを
決定できるよう措置された。
協同組織金融機関である信用組合に対しては、
地域密着型金融という特性に引き続き配慮し、金
融検査における評定制度についても大企業と同
じ視点・基準の画一的な運用にならないよう、引
き続き、弾力的運用に努めること。また、信用組
合が地域中小企業の要請に積極的かつ持続的に
応えられるよう、信用供与の円滑化、経営体質の
強化について全面的に支援すること。
３．信用補完制度の充実・強化
中小企業が安定した経営を持続できるよう、日
本政策金融公庫等の金融機関による貸付制度の
規模・対象業種の拡大等を行うこと。また、信用
保証協会の審査の一層の弾力化を促すため、信
用補完制度のさらなる強化を図るとともに無担
保保証枠の上限を引き上げるなどの措置を講じ
ること。さらに、経営者の個人保証に過度に依存
しない融資慣行をより一層推進するよう、引き続
き各金融機関・信用保証協会に対して、
「経営者
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保証に関するガイドライン」の遵守を促すこと。
４．中小企業に対する資金繰り支援のさらなる
強化
経済危機等の事態に迅速に対応できるよう新
たなセーフティネット制度を早急に整備するとと
もに、資金繰り支援をさらに強化・拡充すること。
また、感染症の影響を受けた中小企業にとって
は、経営は危機的な状況となっていることから、日
本政策金融公庫及び沖縄公庫による新型コロナ
ウイルス感染症特別貸付、商工組合中央金庫の危
機対応融資等の資金繰り支援があるが、融資手続
きの簡素化や融資実行までの迅速化を行うこと。
雇用・人材育成
１．働き方改革に取り組む中小企業への配慮
⑴ 昨年度より施行されている働き方改革関連
法の内容について、中小企業者への周知徹底
に努めること。
⑵ 発注者側の働き方改革の推進により、中小
企業者側が長時間労働になる等のしわ寄せが
生じることのないよう、国は啓発・指導・監視
を徹底すること。
⑶ 感染症の影響で既存の働き方では立ち行か
ない点が多く、国内の経済に大きなダメージを
残すため、ITを駆使してテレワークやテレビ会
議等を活用した働き方改革を積極的に行う事
業所への支援策を拡充・強化すること。
２．雇用維持の拡充と雇用機会の確保
⑴ 我が国の将来を担う若者が希望を持って働
くことができる社会の実現のために、若年労働
者の職業意識啓発に関する各種施策を推進し、
採用意欲のある中小企業とのマッチング支援
施策の強化を図ること。
⑵ 高齢者の定年延長・再雇用、障害者の就業
機会拡大等、雇用の維持と雇用機会確保のた
めに必要な支援策・助成制度の充実を図ること。
特に、改正高年齢者雇用安定法の施行によ
り、希望者全員を対象とした継続雇用制度が
導入されたが、中小企業が行う雇用環境の整
備等について、経営資源の脆弱さを勘案し、助
成制度の更なる拡充を図ること。また、障害者
を雇用する、あるいは今後障害者雇用を計画し
ている中小企業に対する金融・税制面での優
遇措置の拡充を図ること。
３．労働力確保・人材育成への対策
⑴ 我が国産業の国際競争力は、熟練した技能
からなる生産技術を抱えた中小企業によって

６．次代を担う青年経営者・後継者の育成支援
世代交代を進めることが急務となっている中
で、地域における人材の確保・育成は、中小企業・
小規模事業者の持続ある成長に繋げていくため
の喫緊の課題であり、次代を担う若手経営者・後
継者の育成が必要である。中小企業組合が組合
員の後継者育成を先導することで、それに伴う将
来的な存続、組合への帰属意識の向上及び後継
者間の連携を構築することが可能となる。その育
成組織である中小企業組合の青年部組織に対し、

制

１．消費税率引き上げ後の対策とインボイス制
度への慎重な対応
令和元年10月に消費税率引上げ、軽減税率導
入がなされたが、国内消費低迷に加え中小企業・
小規模事業者に過度な事務負担が発生するなど
大きく影響を及ぼしている。
消費税率引上げ後の景気動向や中小企業・小
規模事業者への影響を注視し、景気対策や価格
転嫁対策等、万全の対策を講じること。
また、令和５年10月から「インボイス制度」が
導入される予定であるが、中小企業・小規模事
業者においては新たな事務負担が発生し、さらな
る混乱が予想されることから、制度の廃止や導入
延期を含め制度の見直しを検討すること。なお、
制度の導入にあたっては、対応が必要な事業者
が準備を円滑に進めることができるよう、情報提
供及び支援策の整備を図ること。
２．外形標準課税の中小企業への適用拡大及び
租税特別措置の利用制限等を行わないこと
従業員給与に課税する外形標準課税は、中小企
業の雇用の維持を困難にし、政府が総力を挙げて
取り組んでいる賃金引上げに逆行するものである
ため、中小企業への適用拡大を行わないこと。ま
た、中小法人向け租税特別措置の利用制限の拡大
など中小企業にこれ以上の負担を課さないこと。
３．中小企業組合関係税制の拡充・強化
⑴ 中小企業の税負担の軽減をより一層図るた
め、現在の法人税の軽減税率15％を国際的水
準である11％に引き下げるととともに、対象と
なる年間所得800万円を引き上げるなど、中小
法人及び中小企業組合に対する各種優遇措置
の更なる拡充強化を図ること。
⑵ 国内の中小企業は中小企業金融円滑化法等
により、倒産件数は減少しているものの、昨今
の景気低迷に伴う受注や販売の低下により、今
後の資金繰りを含め先行き不透明な状況にあ
る。特に、団地組合は一体性の維持を基本に運
営しているものの、組合員が倒産し、団地とし
ての機能を一時的に保持するために組合がや
むなく不動産を一時取得する場合には、登録
免許税、不動産取得税及び固定資産税につい
て、減免措置等の対策を講じる必要がある。
⑶ 高度化資金を活用した集団化団地等の土地
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５．地域の実情に合った最低賃金制への改定
⑴ 最低賃金の引き上げは、感染症の拡大によ
る、日本経済への影響や地域経済の状況に鑑
み、地域の中小企業の経営環境の変化、特に小
規模零細企業の生産性向上や下請取引改善等
の進捗状況を踏まえ、雇用の維持・雇用機会
創出を妨げないよう慎重に行うこと。
⑵ 特定最低賃金を廃止し、地域別最低賃金に
一本化するとともに、最低賃金の改定に当たっ
ては、地域の中小企業の経営環境の変化、特に
小規模零細企業の実態を十分に考慮すること。

税

集

４．ワーク・ライフ・バランスの推進
⑴ 次世代育成支援対策推進法が令和７年まで
延長されたが、今後も、効果的な次世代育成支
援対策を推進するため、中央会等が設置して
いる「次世代育成支援対策推進センター」の支
援策の強化を図ること。
また、待機児童問題の解消並びに中小企業の
従業員の子育てを支援するため、中小企業が共
同で設置する保育施設について運営費の支給
期間の延長など利用しやすい制度とすること。
⑵ 感染症拡大によりテレワークの普及がみら
れるが、さらなる活用推進に向け、労働環境整
備を目的とした時間外労働等改善助成金等の
拡充を図ること。

経営者・後継者としての資質向上、地域に貢献
できるリーダーとしての育成を積極的に支援す
ること。

特

支えられている。
特に、ものづくり基盤技術のレベルの高さを
維持するため、ものづくり分野の人材育成のた
めの助成制度等の支援機能強化とともに人材
の海外流出についての対策を図ること。
⑵ 中小企業者においては、産業により依然とし
て人手不足の状況が続いている。当該業種に
対する就労支援策を強化すること。
⑶ 特定地域づくり事業協同組合制度の普及・
推進を図り、地方の労働力確保に資すること。
⑷ 中小企業に従事する労働者の能力向上に向
け、国等による職業訓練機能の拡充・強化を
図ること。

又は建物について、今後の厳しい経営環境の
中で中小製造業等が競争力を発揮していくた
めには、税による経費負担を極力低減する必要
があるため、高度化資金を活用した工業団地
等において組合から組合員へ土地又は建物を
所有権移転登記する際の登録免許税に関する
減免措置を復活すること。
４．産業廃棄物税の減免措置
産業廃棄物の排出規制・リサイクルの促進を
図り循環型社会を構築するため、九州各県では
平成17年度に産業廃棄物税が導入されたが、中
小企業者にとっては経営に大きな影響を及ぼす
ため、減免措置を講じること。
５．強力な実効性のある消費税転嫁対策の実現
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための
消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する
特別措置法」の実施に当たっては、その対策が骨
抜きとならないよう取引の実態に照らして強力に
措置を講じること。
さらに、中小企業の申告事務負担の軽減を図る
ため、法人税申告納付に合わせ、消費税の申告及
び納付期限を事業年度終了後の２ヶ月以内から
３ヶ月以内に延長すること。
６．エネルギー関係税制の負担軽減
軽油引取税の免税措置の恒久化や地球温暖化
対策税などエネルギーに課される諸税について
中小企業の負担軽減を図ること。
７．事業承継支援策の拡充と第三者事業承継税
制の創設
中小企業・小規模事業者の有する優れた経営
資源を失わず、次世代につなぐ環境を構築するこ
とは急務となっているが、後継者確保が困難なこ
とから事業承継を行えず、廃業を余儀なくされる
事業者が増加している。
そのため、後継者不在の中小企業の事業承継を
促進するため、親族以外の第三者による事業承継
を促進するための税制措置を創設するとともに、
事業承継を円滑に行うための支援策の拡充や手続
きの簡素化、情報提供の体制の強化等事業承継へ
の取り組みを促進するための措置を講じること。
震災・災害対策
１．自然災害からの復旧・復興支援策の継続・
拡充
⑴
  令和２年７月豪雨被害への早急な支援
令和２年７月豪雨は、九州地方に甚大な被
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害をもたらし、今なお多くの被災者が避難生活
を余儀なくされている。また、生産設備や商業
施設等が壊滅的な被害を受け、事業の存続も
危ぶまれる中小企業も少なくなく、地域の経済
活動と雇用に深刻な影響を与えている。
さらに、感染症拡大による自粛等の影響を
受け、厳しい経営環境下にある中小企業・小
規模事業者は、事業継続への意欲が失われつ
つあり、今回の災害によって廃業が進みかねな
い状況となっていることから、被災した中小企
業・小規模事業者への復旧・復興支援策を速
やかに講じること。併せて、交通インフラの早
期復旧に加え、防災・減災の面からも災害に強
い地域づくりのための社会資本の整備に早急
に取り組むこと。
⑵
  熊
 本地震・九州北部豪雨等の復旧・復興支
援策の更なる推進
平成28年熊本地震や平成29年７月九州北部
豪雨等、近年、九州・沖縄地域は大規模な自然
災害に見舞われている。各被災地においては復
旧・復興に向けての取り組みが続いているも
のの、未だ途上であり、地域の経済活動は回復
していないのが実情である。
このため、政府は復旧・復興対策を緩めるこ
となく、十分かつ柔軟な財政及び税制措置を
講じるとともに、被災した中小企業組合及び中
小企業・小規模事業者等の経営再建、事業継
続のための復旧・復興補助事業等に万全の措
置を講じること。
２．防災・減災対策に取り組む中小企業・小規
模事業者に対する支援策の充実・強化
各地で頻発する自然災害に加えて、感染症な
ど新たな脅威も発生する中で、サプライチェーン
の寸断や取引先の事業縮小・停止など、
中小企業・
小規模事業者の事業継続が困難な状況に陥るリ
スクは一層高まっており、BCP策定は必要不可
欠なものとなっている。このため、中小企業・小
規模事業者から構成される組合等の連携組織を
活用した連携事業継続力強化計画は、各企業の
負担を軽減するとともに、より効果的な防災・減
災の取り組みが期待できる有効な制度である。
政府は、
中小企業・小規模事業者における防災・
減災対策への取り組みをより一層推進するため、
BCP策定や連携事業継続力強化計画認定に向け
た支援や税制措置などの拡充・強化に向けた予
算措置を講じること。

特
集

受賞おめでとうございます
九州中小企業団体中央会連合会会長表彰
被表彰者紹介
次の方々が第 60 回中小企業団体九州大会において、九州中小企業団体中央会連合会会長表彰を受賞
されましたので、ご紹介申し上げます。
（順不同・敬称略）
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