大会の光景

特集

第72回中小企業団体全国大会
つながる ひろげる 連携の架け橋
～スクラム強く 団結前進～

全国中小企業団体中央会・茨城県中小企業団

大会は、阿部真也・茨城県中小企業団体中央

体中央会は、10月22日、「ザ・ヒロサワ・シティ

会会長が議長に、堀一・新潟県中小企業団体中

会館」
（水戸市）において、新型コロナウイルス

央会会長、坂倉徹・神奈川県中小企業団体中央

感染拡大防止措置を講じた上で「第72回中小企

会副会長がそれぞれ副議長に選任されて議事が

業団体全国大会」を開催、梶山弘志・経済産業

進行し、中小企業・小規模事業者等の生産性向

大臣等のご臨席の下、全国から中小企業団体の

上・経営強靱化支援等の拡充、中小企業・小規

代表者約380名が参集しました。

模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保
険料対策の推進、中小企業・小規模事業者の積

本大会では、大井川和彦・茨城県知事、高橋靖・
水戸市長より歓迎の挨拶が行われました。続い
て、梶山弘志・経済産業大臣より祝辞があり、

極的な事業活動を支える環境整備など21項目
が決議されました。
また、稲山幹夫･福井県中小企業団体中央会会

田村憲久・厚生労働大臣、野上浩太郎・農林水

長が「デジタル化など生産性向上への取組み」と

産大臣、関根正裕・株式会社商工組合中央金庫

題して意見発表を行い、本大会の意義を内外に

代表取締役社長からの、ビデオメッセージが放

表明するため、山本主税・茨城県中小企業青年

映されました。

中央会会長が「大会宣言」を高らかに宣しました。
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合）
、組合功労者（74名）、中央会優秀専従者（20

し、大会旗が森会長から坂倉徹・神奈川県中小
名）の表彰が執り行われました。

企業団体中央会副会長へ継承され、坂倉副会長

が次期開催地会長挨拶を行いました。その後、

宣

言

本日、中小企業団体の代表は、「スクラム強く 団結前進」をテーマに、ここ茨城
県水戸市に集い、約三万の中小企業組合等の総意を取りまとめ、その実現に向けて、
共に取り組むことを決議した。

人手不足、後継者難、最低賃金の引上げ、社会保険料負担の拡大、働き方改革への
対応、消費税率引上げと複数税率対応、頻発する自然災害など、課題が山積してい
る中、新型コロナウイルス感染症の影響により、世界経済は大恐慌以来の大きな打
撃を受け、我々中小企業・小規模事業者の経営は、これまで経験したことのない難
局に直面している。

このような状況で、足もとの緊急時の対応に加えて、「新たな日常」への移行と適
応のためになすべきことは、生産性の向上と組合等の連携機能の一層の活用である。
そのためには、個々の企業の生産性の向上に加えて、中小企業組合をはじめとした
共同化、協業化、事業統合などの企業間の連携強化により、全体として生産性を高
めていくことが重要である。

我々は、次のスローガンのもと、国等に対して、本大会の各決議事項の早期実現
を強く求めるものである。

一、コロナウイルス・災害対策と経済活動拡大の推進
一、デジタル化投資関連支援策の拡充・強化
一、事業承継・後継者育成対策の強化

一、実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進

一、地域・まちづくりの推進と観光・商業・サービス業対策の拡充
一、中小企業組合等連携組織対策の拡充

令和二年十月二十二日
第七十二回中小企業団体全国大会

本日参集した我々一同は、新たな時代を切り拓くべく、積極果敢に行動すること
を決意する。
右宣言する。
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閉会となりました。
次期全国大会については、2021年11月25日

Feature articles

（木）に、神奈川県において開催することを発表

特

これと併せて、本大会では、優良組合（32組

議事の様子

第72回中小企業団体全国大会決議
令和元年に多発した自然災害による被害、10月からの消費税率引上げ、米中摩擦等による通商問題
を巡る動向などにより、国内外のマイナス要因が強まる中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や
令和２年７月の自然災害の更なる発生により、中小企業・小規模事業者の経営は、かつて経験したこ
とのない未曾有の難局に直面している。
中小企業・小規模事業者は、これまで幾多の困難な状況に追い込まれたが、その都度、力を結集し、
中小企業組合等の連携力によって、これを打破してきた。こうしたこれまでの困難な局面において、
中小企業組合等が果たしてきた役割を改めて想起し、今まさに直面している新型コロナウイルス感染
症の課題は、中小企業組合等の連携力で解決していくことが必要である。
即ち、中小企業・小規模事業者がこの難局を乗り越え、地域経済を支え続けるためには、個々の自
助努力だけでは限界があり、中小企業・小規模事業者が協同して経営資源を補完・補強し合うことが
効果的であることから、これを支援するため、国等からの迅速かつ手厚い支援策が不可欠である。
併せて、全国約３万存在する組合等の連携組織を有効に活用し、ウィズコロナの時代を共に切り拓
き、共に発展することを目指す上で、中小企業団体中央会は、組合等連携組織への支援活動をこれま
で以上に強力に展開していく必要がある。
国等は、中小企業・小規模事業者の難局からの脱却と、その先の持続的な成長、豊かな地域経済社
会の実現に向けて、全国の会員組合等からの意見を踏まえた本決議事項の実現に強く取り組まれたい。

Ⅰ．中小企業・小規模事業者等の生産性向上・経営強靱化支援等の拡充
１．新型コロナウイルス感染症及び多発する災害からの復興支援と中小企業強靭化・事業継続力強化
への強力な推進

重点要望事項

（１）中小企業・小規模事業者の経営状況が回復し安定化するまでは、感染拡大状況や経済の回復状
況を踏まえつつ、給付金の追加実施や制度拡充を図ること。
（２）感染拡大防止と経済社会活動の維持の実現が可能となるよう、専門的・科学的根拠に基づいた

適時の情報発信を徹底し、既存の各種ガイドラインの見直しを含め、安全・安心な事業環境の確
立に向けた指針やロードマップを示すこと。
（３）中小企業・小規模事業者が持続的に成長できるよう、ウィズコロナ下での「産業政策ビジョン」
を国において作成するとともに、業種別の振興策を講じること。
（４）中小企業・小規模事業者がウィズコロナの時代を共に切り拓くために必要なＤＸをはじめとす
るデジタル化・イノベーション・人的資本形成を促進できるよう、中小企業組合や企業間連携

等の取組みに対し、国が強力な対策を講じること。
（５）非常時における事業継続・早期の事業再開を促進するためにも、中小企業組合又は中央会が、
構成する中小企業等のサテライトオフィス機能やバックオフィス機能を保有・強化するための
予算措置を講じること。

個別要望事項

１．新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と経済活動推進の両立に向けた支援策の強化
（１）国と地方の連携の下、地域の実情に応じた経済対策を着実に実行できるよう、交付金の長期的
な予算措置化を講じること。
（２）感染収束環境を早期に確立するため、国主導の下、ワクチンの開発や衛生資材の安定供給を図

ること。
（３）新しい生活様式や行政手続きのデジタル化への対応に向けたハード面の整備支援策を講じる
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に、中小企業組合が構成員企業へのサポート人材の育成や専門家の派遣、情報提供支援などのソ
フト面の対策支援を行えるよう施策を講じること。
（５）投資余力がない業種別組織でも適時に感染症対策が講じられるよう、各種助成措置における高

特

こと。
（４）非対面・非接触やデジタル化等のビジネス様式の急激な変化への早期の対応促進を図るため

補助率化や少額補助の定額化・形式審査化等の弾力的な特例措置を講じること。
２．災害復興支援の加速化と地域強靭化への強力な推進
（１）被災地の復興段階や経済社会環境の変化に応じた復興支援ニーズに柔軟かつ迅速に対応でき
る措置を講じるとともに、復興後の経済発展を見据えた必要な予算を確実に措置すること。
（２）インフラの早期復旧に向けた支援はもとより、被災中小企業等への雇用維持や資金供給の円滑
化をはじめとする事業継続に向けた経営資源確保のための支援措置を確実に実施すること。

（３）過去に中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）を活用した施設整備に
係る自己負担分の借入金返済が始まる中、未だ販路回復に至っていない事業継続に苦慮する被
災事業者に対して十分な配慮を行うこと。
（４）事業再建・再生・自立に向けた事業活動支援策として、付加価値の高い商品開発等に係る原材
料費、新規設備等または販路開拓、販売促進等の事業活動に対する助成を行うこと。
（５）被災中小企業等が被災状況や副次的被害からの早期の脱却を果たし、安心して経済活動を行え

の転換によるリスクの分散を早期に進めること。
（８）国土強靭化基本計画、社会資本整備重点計画等を通じ、社会資本整備の将来的見通しをより具
体化し、国として、大規模災害等に備えた地域の強靱化に向けた持続的かつ安定的な公共投資予
算の確保・拡大を図ること。
（９）国は地方自治体との連携を緊密化し、治水対策をはじめとする各地域の実情を踏まえた災害対
応力向上予算の重点的な拡充を含め、大規模自然災害への平時の防災・減災対策に万全の措置

を講じること。
３．組合等連携組織や中央会による危機管理課題への面的支援機能の拡充・強化
（１）組合を基盤とした「連携事業継続力強化計画」策定や事業継続力強化に向けた共同の取組みに
対しては、損害保険料の補填補助や理解のフェーズに応じたサポートなど、実効ある対策支援を
強化すること。
（２）コロナ禍や災害対応を含めた危機管理対策において、中央会が企業間連携の専門支援機関とし

て十分な相談機能を発揮できるよう、現行の専門家活用支援事業の継続・拡充を含め、平時並び
に災害時の連携を通じたハブ拠点機能を強化する予算措置を講じること。

２．生産性向上の実現支援の加速化と新たな展開対応への支援強化

重点要望事項

（１）生産性の向上の実現への支援を加速化し、持続的な成長に資する事業環境の整備のためのデジ
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るよう、正しい知識の普及や品質の安全性周知の徹底、産業所管省庁間の連携によるプロモー
ション活動など、風評等による二次被害防止対策を講じること。
（６）福島の復興・創生に向けて、国及び東京電力の責任の下、原子力災害の克服策を確実に実行す
ること。
①原発事故の完全収束に向けた確実な廃炉作業の実施
②迅速かつ正確な情報開示
③中間貯蔵施設の整備加速化及び輸送・搬入作業の安全確保の徹底、汚染水処理の早急な対応
④森林・農業用水向けダム・ため池等の除染の加速化や、放射線の高い場所の追加除染等、地域
再生のための除染対策の徹底
⑤風評被害等による損害を受けた全ての被害事業者の賠償対象化、損害賠償請求権の時効の特別
延長措置化及び国・東京電力による被害事業者への丁寧な周知徹底による原発事故損害賠償
の確実かつ完全な実施
（７）災害に強い地域づくりを一層強力に推進するためにも、首都圏一極集中から多核連携型社会へ

タル化投資関連支援策をハード面、ソフト面、サポート面の三位一体で拡充・強化すること。
①I o T、A I 、ビッグデータがもたらす社会変革の推進について、中小企業・小規模事業者へのデ

ジタル化インフラの整備に向けたハード面の支援（設備導入助成・優遇措置）の拡充・強化
②システム開発、情報セキュリティや情報管理への対応など、中小企業・小規模事業者のデジタ
ル化の推進状況に合わせたソフト面の支援（専門人材の育成・研修、ルール策定等のための専
門家派遣、保険導入補助）の拡充・強化
③地域における面的な底上げ・成長を図るための組合等連携組織を通じた業種別デジタル化支
援策の拡充及び中央会指導員におけるデジタル化支援スキルの強化

個別要望事項

（１）生産性向上に向けて中小企業・小規模事業者が積極的に投資できるよう、補助制度と融資制度
を組み合わせた支援制度を創設すること。
（２）新市場展開や新分野進出・新業態転換の取組みにおいては、計画策定や販路開拓などへの支援
措置を強化・拡充すること。
（３）生産性向上の実現を阻害する取引慣行に対しては、知的財産・ノウハウの保護や約束手形をは
じめとする支払条件の改善などの迅速かつ実効性のある対処を行うこと。
（４）サプライチェーン全体で適正に生産性向上を実現するためにも、不公正な取引に対しては、公
正取引委員会が違反行為への調査の徹底、取締り・指導・監督の強化を図るとともに、課徴金制
度の厳正な運用を行うこと。
３．次世代への円滑な事業承継・後継者育成に向けた対策の強化

重点要望事項

（１）次世代への円滑な事業承継を行うための第三者承継支援の拡充強化及び事業引継ぎ支援セン
ターの機能の強化を図ること。
（２）組合を基盤とした体系的な事業承継支援の強化のための予算措置を講じること。

個別要望事項

（１）円滑な事業承継を推進するため、「事業承継補助金」の拡充・継続を行うこと。
（２）事業承継診断等による掘り起こされた事業承継支援ニーズ情報を地域支援機関が共有し、効果
的に活用できる支援体制を構築すること。

（３）事業承継の円滑化に向け、後継者が高度な経営ノウハウの習得や人的つながり構築の機会を確
保できるよう、中小企業大学校で開催する「経営後継者育成研修」において、サテライト受講や
単科目受講などのニーズに対応した受講措置、受講費用の支援措置等を講じること。
（４）組合青年部・女性部組織等を活用した産業人材の育成や地域経済のリーダー養成等、中小企業
組合を基盤とした社会変革の推進力となる人材の養成及び後継者育成の強化を図ること。

４．中小企業団体中央会の指導体制・支援機能の拡充・強化、実態やニーズに即した組合制度への運
用改善

重点要望事項

（１）中小企業団体中央会の指導体制を強化し、組合等連携組織を積極的に支援できるよう、十分な
予算措置を講じること。

個別要望事項

１．
「中小企業組合」の位置づけ及び支援強化
（１）中小企業基本法及び各種振興施策における「中小企業組合」の位置づけを強化すること。

（２）小規模企業振興基本法に基づく「小規模企業振興基本計画（第Ⅱ期）」の方向性を踏まえ、小規
模事業者組合や中央会が実施する支援策に対する予算措置を拡充・強化すること。
（３）中小企業組合士の専門性を企業や組織の連携活動で発揮できるよう、能力向上支援や振興策に
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よう、下記制度の弾力的な運用改善を行うこと。
①設立ニーズの早期実現のための創立総会の公告期間の短縮
②地域課題の解決や生産性向上を図るための員外利用制限の条件的緩和

特

おける活用など積極的に促進すること。
２．環境変化や多様なニーズに即応できる組合制度への運用改善
（１）外部環境の多様な変化や多様なニーズの中で、中小企業組合が特性や機能を十分に発揮できる

③新しい環境変化やニーズに即応するための定款変更手続きの柔軟化
（２）中小企業組合における以下の実務的な課題を解決するため、法定手続きの簡素化や制度の弾力
的な運用改善を行うこと。
①非常時の状況に応じた通常手続きの弾力的な運用
②理事会議事録への押印義務者の範囲見直し

③監事の監査報告の通知期限の短縮
④共済協同組合における制度利用者の範囲拡大
（３）商店街の変化に即応するよう、商店街振興組合法を改正すること。

（４）登記実務等における過度な押印慣行を見直すこと。
５．地方創生推進に向けた対策の拡充

重点要望事項

（１）
「地方創生推進交付金」の要件緩和や対象の拡大を図るとともに、財政基盤の脆弱な地方の自
治体でも活用できるよう国の負担割合を増やすなど、次年度以降も十分な予算を確保すること。
（２）特
 定地域づくり事業協同組合の設立や運営に係る中央会への伴走型支援予算措置を講じること。

個別要望事項

振興条例の制定・改定及び予算措置の確保を促進すること。
（４）大阪・関西万博開催に向けた大型プロジェクトの推進にあたっては、中小企業や組合等連携組
織を積極的に活用して参画の機会を確保すること。
２．地域に根ざした地方創生推進支援の拡充
（１）国際リニアコライダーについて、米国・欧州等との国際調整・協力を進め、早期に東北地方へ
の誘致を正式に決定すること。
（２）
「未着工新幹線」について調査の早期実施及び整備の促進、鉄路維持に向けた国による支援や
新たなスキームの検討を急ぐなど、地方創生に資する交通インフラの整備を図ること。

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進
重点要望事項

（１）中小企業の事業継続と雇用維持のため、雇用調整助成金等の関連する助成措置について、更なる
支給の迅速化、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じた拡充、延長等の措置を講じること。
（２）
（１）との関連において、雇用保険料率については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響を見極めつつ、令和４年度の見直しに向け、雇用保険積立金の状況を踏まえて慎重に検討を行
うとともに、国庫負担については、本則に規定する４分の１へ復帰させること。
併せて、雇用保険二事業については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって急

激に財政状況が悪化していることから、引き続き関係コストの削減をはじめ、事業実施団体への
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１．組合等連携組織を通じた地方創生の推進
（１）持続可能で活力ある地域経済・社会課題の解決に向けて、職住近接で創業・雇用の創出が実現
できる「企業組合」を十分に活用すること。
（２）地域資源を活用した新展開支援策について、組合等連携組織を通じた面的活動を積極的に推進
し、円滑な施策利用ができる環境を整備すること。
（３）持続可能な地方創生の実現には、地域行政資源として「中小企業組合」の活用を明記した地域

適正配分、各種助成金の見直し等を大胆に行い、事業費管理のより一層の徹底と大幅な見直しを
行うこと。
（３）働き方改革の推進については、中小企業の経営実態に配慮した取組みを行うこと。

特に、テレワーク等の新しい働き方やA I 、I oTの活用等について、対応に苦慮している中小
企業に対するハード面、ソフト面での支援等を拡充・強化すること。

（４）高い技術・優れたサービスを持ちながら、優秀な人材の確保が困難な中小企業に対する人材確
保支援等策を強化すること。また、組合を活用した教育機関のキャリア教育、インターンシップ
等の活動や、デジタル、A I 、I oT等の新しい分野の研修支援を強化すること。

個別要望事項

１．新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に対する配慮
（１）社会保険料・労働保険料の減免、納付猶予等の更なる措置を講じること。
（２）離職者と中小企業のマッチング機会の創出や中小企業がオンラインで採用活動を行う際の支
援措置を講じること。
２．働き方改革の実現に向けた中小企業への配慮

（１）昨年４月より順次施行されている働き方改革関連法の内容について、中小企業へ一層、懇切・
丁寧な周知を図るとともに、働き方改革推進支援センター等の相談体制を拡充すること。
（２）自動車運転の業務、建設業等については、改正法施行５年後に時間外労働の上限規制が適用さ
れることとなることから、中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引条件の実態
等を踏まえた中小企業団体等に対する支援を行うこと。
（３）令和５年に施行される月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50％以上）への中小
企業に対する支援策を拡充すること。
（４）発注側の働き方改革推進により、中小企業側が長時間労働になる等のしわ寄せが生じないよう、
国は啓発・指導・監視を徹底すること。
３．中小企業の人材確保・定着対策
（１）建設業、運輸業、小売業、サービス業等、人手不足が深刻化する業界に対して、積極的な就労支
援策を強化すること。
（２）若年者の人材確保・定着及び中高齢者、就職氷河期世代の求職者が中小企業に就職する場合の
事業主に対する支援策を拡充すること。
（３）女性・高齢者等の就業支援策を拡充・強化すること。
（４）インターンシップに取り組む中小企業への支援策の強化すること。
（５）中小企業が組合等を活用して共同で設置する保育施設に対する助成等の支援策を大幅に拡充
すること。
４．地域の実情を踏まえた最低賃金の設定

（１）中小企業の支払い能力を超えた最低賃金額の大幅な上昇をさせないこと。また、標準生計費な
ど地域間の差異が生じている現状下、最低賃金の全国一律化は時期尚早であり、反対である。
（２）最低賃金の目安額は、その決定にあたって、法の原則及び目安制度を基にし、地域の経済情勢、

雇用動向、中小企業の生産性向上の進展状況を検証した上で設定すること。
（３）最低賃金引上げにより影響を受ける中小企業に対し、生産性向上に向けた支援策を拡充すること。
（４）特定最低賃金は、地域別最低賃金に屋上屋を架するものであり、早急に廃止すること。
５．外国人技能実習制度の円滑化と拡充
（１）外国人技能実習機構による、監理団体の許可、技能実習実施計画の認定が円滑に行われるよう、
より一層の体制整備を図るとともに、さらなる事務手続きの簡素化、迅速化を図ること。
（２）技能実習２号移行対象職種の拡充にあたっては、業界のニーズ等を把握し、検定試験実施の支
援策を講じること。
６．外国人材の受入れ体制の整備

（１）新たな在留資格である「特定技能」による外国人材の受入れにあたっては、受け入れる中小企
業において外国人材が活躍できる環境整備を行うこと。
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（２）受入れ対象分野における円滑な試験を実施すること。
７．障害者雇用への中小企業支援策の拡充

集

障害者を積極的に雇用する中小企業、今後新たに障害者雇用を計画している中小企業に対して、
助成制度や金融・税制面での優遇措置等を拡充すること。
８．国による職業訓練機能の拡充・強化

（１）人手不足の対策として、中小企業で働く従業員一人一人の能力向上が重要であることから、国
等による職業訓練機能の拡充・強化を推進すること。
（２）地域産業を支えるものづくり中小企業の技能者の養成、中小企業の技術・技能の支援を行うた
め技能検定制度の見直し、拡充を推進すること。
９．社会保険制度等の整備
（１）社会保険制度の整備にあたっては、中小企業の経営実態等に配慮し、事業主に対する社会保険
料負担がこれ以上過度にならないようにすること。
（２）全国健康保険協会（協会けんぽ）の保険料率の安易な引上げは行わないこと。また、協会けん
ぽへの国庫補助率を20％に引き上げるとともに、公費負担の在り方及び高齢者医療制度の抜本
的な見直しを行うこと。

Ⅲ．中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環境整備
１．中小企業金融施策の拡充

重点要望事項

（１）新型コロナウイルス感染症に対する各種金融支援機能の維持・拡充、支援策の延長（特例措置
を含む）等に柔軟に対応できるよう、支援窓口の充実・強化を図ること。
（２）企業のバランスシートの改善を図る資本性劣後ローンの取組み強化、融資条件の緩和、及び適
用金利の引下げを行うとともに、国の直接的な資金調達の方法を拡充すること。
（３）大規模自然災害で被災した中小企業・小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を受
けた場合の多重債務問題を軽減する対策を講じること。

１．中小企業の資金調達の円滑化
（１）中小企業の多様なニーズに沿った各種金融支援策の維持・拡充を図るとともに、サポート体制
の強化、及び経済情勢に合わせた柔軟な金融支援を講じること。
（２）信用保証制度の要件緩和を実施し、制度の充実を講じること。
（３）中小企業金融を支える商工中金の役割・機能の強化を講じること。
（４）日本政策金融公庫の公的金融機関としての機能の維持・強化を講じること。
（５）協同組織金融機関である信用組合の地域金融機能を堅持すること。
（６）高度化融資制度の要件緩和・活用拡大を講じること。
①経営者保証に関するガイドラインに沿った貸付の推進
②コロナ禍の返済猶予・据え置き期間の設定
③組合員数の要件緩和
④手続きの簡素化
⑤独自貸付の創設
⑥サテライトオフィス設置への活用推進

⑦卸商業団地の災害時に対する防災拠点整備に対する無利子融資制度の創設
（７）経営セーフティ共済（旧：倒産防止共済）の貸付制度の見直しをすること。

（８）中小企業・小規模事業者の事業承継を円滑に支援するため、十分な金融支援策を講じること。
（９）金融機関による中小企業支援策を拡充すること。
２．成長戦略を実現するための金融支援の実施
（１）経営者保証ガイドラインの周知徹底と個人保証に過度に依存しない融資慣行を普及させること。
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個別要望事項

（２）信用保証協会について、中小企業支援機関との連携を強化するとともに、審査の弾力化、審査
期間の短縮や迅速な手続き、事務の簡略化、各種保証制度のＰＲの拡充等を図ること。
（３）地域金融機関が事業者の事業価値を見極める「目利き能力」を高めることで、事業性を評価す

る融資を推進し、地域密着型金融への取組みを積極的に展開すること。
（４）特許・商標等知財の活用を切り口とした知財融資の普及、及び政府系金融機関による低金利・
無担保貸付等の融資制度を創設すること。

２．中小企業・組合税制の拡充

重点要望事項

（１）新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受けている中小企業に対し、影響を緩和するために
講じられた措置の延長、拡充を行うとともに、活力維持のための既存税制の適用期限の延長、強
化や新たな税制措置を講じること。
（２）特に、中小法人の法人税の軽減税率について、税率の引下げと適用所得金額の撤廃を行い、同
措置を恒久化すること。

個別要望事項

１．中小企業の活力を維持するための税制の強化
（１）中小企業経営強化税制の適用期限を延長すること。
（２）中小企業投資促進税制の適用期限を延長すること。
（３）中小企業防災・減災投資促進税制の適用期限を延長すること。
（４）生産・製造工程などで使用する軽油に対する軽油引取税の免税措置を恒久化・拡充すること。
（５）商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用期限を延長すること。
（６）地域未来投資促進税制の適用期限を延長すること。
（７）研究開発税制を拡充したうえで、適用期限を延長すること。
（８）信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の適用期限を延長すること。
（９）外形標準課税の中小企業への適用拡大は絶対に行わないこと。法人事業税の課税の更なる拡大
は行わないこと。
（10）減価償却制度の定率法を廃止せず、定額法への統一は行わないこと。また、法定耐用年数の大
幅な短縮や減価償却制度の簡素化を図ること。
（11）留保金課税の中小企業への拡大は行わないこと。
（12）青色事業主勤労所得控除制度を創設すること。
（13）前向きな設備投資を阻害する償却資産に係る固定資産税を廃止すること。また、事業所税を廃
止すること。
（14）印紙税を早急に廃止すること。

（15）ガソリン税の特例税率を廃止すること。
（16）中小企業・小規模事業者及び組合が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償
却資産の合計額300万円を限度として全額損金算入できる制度を恒久化するとともに、損金算入
限度額の上限を拡大すること。
（17）車体課税を抜本的に整理し軽減すること。

（18）退職給付引当金や賞与引当金等の損金算入規定を見直すこと。
（19）役員給与は原則、全額損金算入とすること。
（20）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年数を現行の５年から３年に短縮すること。
（21）創業後５年間の法人税・社会保険料・登録免許税等の減免や繰越欠損金の期間の延長など、創
業時の中小企業の税制上の負担軽減措置を拡充すること。
（22）各種政策的補助金による一時的収入は益金不算入とすること。

（23）地球温暖化対策税の使途拡大を行わないこと。
２．事業承継支援措置の拡充
（１）事業承継を円滑に行うための支援制度をさらに充実させるとともに、事業承継税制を活用する
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（２）中小企業の経営資源の集約化のための新たな税制措置を創設すること。
（３）中小企業組合及び組合員企業に対する事業承継支援措置を拡充すること。
３．消費税対策の継続・強化

特

ための手続きの簡素化や取引相場のない株式評価方法の見直しなど、事業承継への取組みを促
進するための措置を講じること。

（１）消費税率の引上げによる需要反動減対策、価格転嫁対策などの措置を引き続き講じること。
（２）適格請求書等保存方式（「インボイス方式」）については、廃止を含めた慎重な対応をすること。
（３）個別消費税（ガソリン税、酒税、タバコ税）や印紙税に係る消費税の二重課税は早期に解消す
ること。
（４）中小事業者の消費税の事業者免税点を引き上げ、簡易課税制度の適用事業者の範囲を拡大する
こと。
（５）消費税の外税表示の特例を恒久化すること。
４．地域の活性化に資する中小企業の負担軽減
（１）商業地等の宅地に係る固定資産税の負担調整措置を継続するとともに、地価が下落している場
合は固定資産税の評価額に修正を加えることができる特例措置を図ること。
５．組合関係税制の強化
（１）中小企業組合の法人税の軽減税率について、企業組合、協業組合をも対象とし、税率の引下げ

よる義援金を寄附金控除対象とすること。
（10）共済事業を行う事業協同組合に対する異常危険準備金の適用率を引き上げること。

６．納税環境整備等
（１）税法上の中小企業の基準の見直しを行う場合には、明確性を維持しつつ実態を踏まえた検討を
行い、中小企業基本法の定義と同様に、資本金１億円以下から３億円以下へと拡大すること。
３．中小製造業等の持続的発展の推進

重点要望事項

（１）ものづくり補助金については、令和２年度第１次補正予算において新たに措置された補助率を
引き上げた「特別枠」の継続・拡大等に努めること。
（２）サプライチェーンの強靭化並びに、優越的地位の濫用による不公正な取引防止のため下請取引
の適正化及び下請法の厳正かつ迅速な運用を図ること。
①国内生産の整備を進めるため、中小企業が利用しやすいサプライチェーン対策補助金の継続や

中小企業の支援策を充実すること。
②取引上優位な立場の親事業者が下請事業者に対して、手形の割引料負担や買いたたきなど一方
的に有利な取引条件を強要することのないよう、下請代金支払遅延等防止法等の運用強化及び

違反行為に対して厳正かつ迅速に対処すること。
③
「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」と「自主行動計画」の更なる業種拡大、検証・
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と適用所得金額の撤廃を行ったうえで、その措置を恒久化すること。
（２）効率的に設備過剰の解消を図るよう、中小企業組合が計画した設備廃棄、設備集約化に対する
減免措置を講じること。
（３）企業組合において設立後５年間法人税を免除するなどの税制措置を講じること。
（４）組合員の倒産等により、団地組合が団地内不動産をやむなく一時取得する場合の登録免許税・
不動産取得税及び固定資産税について減免措置を講じること。
（５）事業協同組合等に対する法人住民税（均等割）について、法人税と同様に一律の軽減税率を適
用すること。
（６）公共・公益性のある共同施設への固定資産税等の減税措置を図ること。
（７）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への非課税措置を講じること。
（８）高度化資金の返済金や高度化資金で建設した施設の修理費等を中小企業組合が積立金に繰り
入れたときは、全額損金算入できるようにすること。
（９）中小企業組合の事業活動に必要な寄附金について、被災地の組合を支援する組合及び組合員に

フォローアップ、周知徹底を強力に推進すること。

個別要望事項

１．新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小製造業への支援を行うこと。
２．I oTをはじめとした新しい I T 技術の導入・活用に取り組むための支援策を拡充・強化すること。
３. ものづくり分野及び技能・技術分野における人材の確保と次代を担う若手人材の育成を図る施
策を継続して強化すること。
４．公設試験研究機関等への最新機器導入及び更新に対する支援の強化・拡充をすること。

５．知的財産の係争費用に対する補助など中小製造業等の知的財産活動に対する支援を拡充すること。
６．新制度導入、需要の確保・拡大に対する中小企業・小規模事業者への配慮をすること。
（１）食品表示制度見直しやHACCPの衛生管理に対する認識・制度等の普及啓発支援の拡充、また
導入に対する費用等の補助制度を創設すること。
（２）印刷・製材加工業等、製造業者の需給の状況を考慮した適正な価格による需要の確保・拡大を
図る支援策を講じること。
７．中小企業・小規模事業者への優先発注及び、公共工事の平準化並びにその支援を行うこと。

（１）将来的な公共工事等の品質確保を見据えた積極的な中小・小規模事業への発注及び健全な利
益の確保のための支援を図ること。
（２）登録基幹技能者の国家資格化をはじめとした、計画的な人材確保・養成のための支援を拡充・
強化すること。

４．エネルギー・環境対応への支援の拡充

重点要望事項

（１）電力コストの負担軽減に必要な対策を講じること。
（２）中小企業・小規模事業者における省エネルギーの推進を図るため、エネルギー使用合理化等事
業者支援事業補助金の拡充・強化を図ること。

個別要望事項

１．電力の安価かつ安定供給の確保に向けた取組みに対する支援策を講じること。
２．中小企業組合における省エネ設備導入を加速させるため、省エネルギー補助制度を強化・拡充
すること。

３．環境対応への支援を拡充すること。
（１）中小企業・小規模事業者における環境マネジメントシステムを推進するため、「エコアクショ
ン21」や「 J -クレジット制度」の普及を図り、取得支援、優遇措置などの施策を講じること。
（２）持続可能な社会の実現のため、廃棄物処理の推進につながる適正な対策を強化・拡充すること。
（３）土壌汚染対策における調査・手続き・除去等の措置については、必要最低限のものとなるよう
見直しを行い、中小企業・小規模事業者にとって過度な負担とならないよう万全の支援策を講
じること。

５．卸売・小売業・まちづくりの推進、中心市街地活性化に対する支援の拡充

重点要望事項

（１）商店街及び個店を含む地域の商業者が賑わいを取り戻すまで集客イベントの開催、プロモー
ション等を継続して実施する消費喚起支援策を講じること。
（２）商店街及び個店を含む地域の商業者が今後も事業継続できるよう複数年度実施可能な支援策
を講じること。
（３）プレミアム商品券等の発行など、効果的な個人消費喚起策を講じること。
（４）キャッシュレス決済普及推進に向けて、中小企業クレジットカード事業会社の状況を踏まえた
加盟店手数料の見直し等、小売業振興支援策を強化・拡充すること。
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特

（１）卸売業の振興法の制定及び卸団地の老朽化に対する支援策を強化・拡充すること。
（２）小売商業関係予算を強化・拡充すること。

集

（３）中心市街地における機能的なまちづくりを推進すること。
（４）大規模小売店舗等の商店街への加入・協力を促すための条例やガイドライン等の制定を促進
すること。
（５）商店街におけるにぎわい創出強化のための人材育成・確保策について支援すること。
（６）法人格を有する商店街組織に対する優遇措置を講じること。
（７）インバウンド需要に対する商店街事業への支援を強化すること。

（８）商品券の供託による保全措置について、供託金負担の軽減化を図るため、基準日未使用残高に
対する供託比率を低減すること。
６．サービス業支援の強化・拡充

重点要望事項

（１）新型コロナウイルス感染症拡大以前の状態に戻るまで、中小観光関連産業に対する大胆な消費・
需要喚起支援策を長期的に実施すること。
（２）被災地の復興を加速させるため、広域的な観光戦略の構築、長期的な復興を支える重層的な取
組みに対する支援を強化すること。
（３）物流の効率化、観光などの旅客輸送力の強化、地域医療サービスの充実、トラックドライバー
等の労働条件の改善などに寄与する高規格幹線道路網の整備拡大を図ること。
また、国道など幹線道路における災害時の素早い情報提供、緊急輸送体制の整備、早期の復旧
工事など道路交通機能の維持・強化を図ること。
（４）
「新しい生活様式」に向けた接触を避けるためのアクリル板による改装や消耗品の購入等の環
境整備のための費用に対し助成措置を講じること。

（１）新型コロナウイルス感染症の影響等により、変化している現場の状況を踏まえ、現行規制の緩
和等の対策を講じること。
①高速道路料金大口・多頻度割引制度利用事業者について、経営状況が回復するまでの規制緩和
を講じること。
②交通量や荷物の積み降ろし業務が多い地区においては、荷物の積み降ろし業務が可能な駐車ス

ペースを確保し、業務に支障が出ないようにするための施策を講じること。
③災害防止の観点から、耐震対策の支援対象の範囲及び額を拡大すること。
④観光立国・観光立県を実現するため、現行の諸規制・制度の見直しとともに、地域における観
光をリードする観光人材育成に必要な支援策を講じること。

（２）先端的テクノロジーの活用、導入に係る調査及び実現化の支援に対する新たな事業を創設する
こと。
（３）中小企業・小規模流通業・物流業の適正取引を推進すること。
（４）事業協同組合に一律に科される高速道路の大口・多頻度割引停止措置を見直すこと。
（５）タクシー業者に対する車両導入補助制度の手続きの簡素化等に努めること。
①緊急事態宣言期間中の需要減にもかかわらず営業を継続した事業者に対する補償

②新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、運転席と後部座席を大きく仕切るビニールカー
テンや車内消毒に加え、業界が行う取組みに対する支援の強化

③国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業費補助金等（車両導入補助制度）の手続きの簡素化
（６）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、活動自粛を余儀なくされたライブエン
ターテインメント業界の補助金受給については、主催者の照明事業者等スタッフへの支払い根
拠書類提出を求めること。
（７）組合等の中小・小規模事業者が電子化・高度化された自動車整備に対応するための設備投資
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個別要望事項

等の支援策を創設すること。
（８）葬祭業者は、登録制・届出制とすること。
７．官公需対策の強力な推進

重点要望事項

（１）新型コロナウイルス感染症対策、自然災害からの復旧・復興にあたっては、緊急随意契約や前
倒し発注を実施するなど、官公需適格組合等を積極的に活用すること。

また、防災・減災に向けて地方公共団体と災害協定等を締結している官公需適格組合等への
優先発注に努めること。
（２）予定価格の積算は、省庁で異なる調査や額の決定方法を統一して、適正な単価設定を行うこと。
特に、燃料、原材料や人材が確保しづらい状況に十分配慮し、賃金改定に合わせた人件費上昇分
のほか、感染防止対策経費なども盛り込むことを可能とするなど、予定価格の見直しに努めるこ
と。また、働き方改革関連法に対応した必要経費についても適切に計上すること。
（３）納期や工期については、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策などの配慮が必要なことか
ら、柔軟に設定すること。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合であっても、発
注機関は契約金額を一方的に減額要請しないこと。

（４）少額随意契約の意義を広く正確に広報するとともに、原材料費や人件費等の上昇及び消費税等
を勘案の上、適用限度額を大幅に引き上げること。

個別要望事項

（１）
「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」で示された中小企業・小規模事業者向けの契約
目標額及び目標率について、必ず目標を上回る契約実績を達成すること。
（２）地方公共団体に対しても国等と同じく中小企業者向け契約目標額及び目標率の策定を義務付
け、契約実績の確保に努めること。
（３）発注機関は、年間を通じて発注の平準化に努めること。
（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して官公需適格組合制度及び総合点数の算定特例制度の
周知を図るとともに、官公需適格組合への受注機会の増大に向けた取組みを一層強化すること。
また、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の周知を目的とした「官公需確保対策地
方推進協議会」を官公需適格組合、発注機関との意見交換の場として設定するなど、官公需施策
等の課題把握と改善に努めること。
（５）国は法定福利費を加味した労務単価の積算について未だ理解の無い元請事業者がいることか
ら、当該制度の周知徹底を図ること。
（６）適正価格での受注確保のため、国等は最低制限価格制度を導入するほか、著しい低価格による
落札が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ適切に運用すること。
また、対象を物品や役務の発注にも拡大すること。

（７）分離・分割発注の積極的な推進に努めること。
（８）官公需の印刷発注等における知的財産権の取扱いについては、権利範囲を書面で明確にすると
ともに、受注者の知的財産権の財産的価値について十分に留意した契約内容とするよう周知徹
底を図ること。
（９）低価格競争を助長する競り下げ方式（リバースオークション）は絶対導入しないこと。

（10）官公需適格組合における監理技術者等の在籍出向について、実態に配慮した要件に緩和すること。
（11）
「官公需総合相談センター」への予算措置を講じること。
（12）電子入札の仕様を統一かつ簡素化すること。
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