オータニ佐賀」
（佐賀市）において、
「第61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

表彰の議決を行いました。

会宣言、九州中小企業団体中央会連合会会長

九州・沖縄各県中央会による内容の慎重な

はじめとした、
国等に対して要望する中小企業・
吟味の結果、新型コロナウイルス感染症対策を

策について、８項目47議案が決議されました。
小規模事業者の積極的な事業活動を支える政

大会スローガン
九州中小企業団体中央会連合会と佐賀県中

１．新型コロナウイルス感染症により苦境に喘
ぐ中小企業に対する支援の強化
２．中小企業連携組織対策予算の拡充強化
３．九州・沖縄地域の振興と災害に強いインフ
ラ整備の積極的な促進
４．商店街及び中小小売業の需要喚起並びに環
境整備対策の強化充実
５．中小企業の経営安定のための資金繰り支援
の強化
６．中小企業の多様な人材確保と定着を促進す
る雇用対策の充実強化
７．中小企業の成長・継続を後押しする税制の
拡充
８．九州・沖縄で頻発する自然災害への対応と
復旧・復興に向けた支援施策の充実強化

小企業団体中央会は、
９月２日、
「ホテルニュー

大

会

宣

言

我が国経済は、日本はもとより全世界において克服すべき試練と化した新型コロナウ
イルス感染症拡大に伴う混乱の長期化で、国難とも呼ぶべき状況下にあり先人達から受
け継いできた経営手法が通用しない厳しい状況にある。
中でも日本経済を支え続けてきた中小企業・小規模事業者においては、これまでに経
験したことのない未曾有の危機に直面しており、将来への展望が見通せない。
このような厳しい状況下でも、中小企業・小規模事業者は、事業の継続と雇用維持を最優
先として、
コロナ禍を乗り越え、自社が継続発展していけるよう懸命の舵取りを続けている。
しかし、いまだ感染拡大を続ける新型コロナウイルスによって、多くの都道府県が緊急
事態宣言やまん延防止措置の対象となるなど経営環境は激変しており、羅針盤の無い航
海を続けながら、いまにも心が折れる思いで日々を過ごし、事業継続の断念すら頭をよぎ
る状況に直面している。
加えて、今年も九州・沖縄各県においては、想定を超える自然災害により甚大な被害
を受けており、私達事業者は日常化する大規模自然災害に備えた事業継続のための計画
づくりに加え、後継者問題、雇用の確保と労働環境改善といった喫緊の課題にも対応せね
ばならない。更にはより一層の生産性向上を実現するための革新的取組の実施も迫られる
など、経営資源に乏しい中小企業・小規模事業者にとって、まさに未踏の岸壁に挑むごと
き厳しい戦いが続いている。
こうした危機的環境の中、事業の継続はもとより地域経済の振興発展のため、懸命の
努力を続ける中小企業・小規模事業者の悲痛とも言える声を国と自治体は真摯に受け止
めていただかなければ、我が国に未来はない。
今回、第六十一回目となる佐賀大会では、
「今こそ活かそう連携組織 コロナに打ち勝
ち、未来を拓け！」をメインテーマに九州・沖縄の中小企業・小規模事業者が心を一つに
して、直面する喫緊かつ深刻な課題解決と生き残りのための諸施策について決議した。
国や自治体は、深刻且つ危機的状況にある中小企業・小規模事業者の事業継続と振興
発展のため、各種中小企業振興施策による直接の支援はもとより、これまで大規模自然災
害にみまわれた被災地への更なる復興支援と防止策、現在渦中にある新型コロナウイルス
感染症蔓延の早期収束と収束後の支援策等を実現させ、国民が安心して生産・消費活動
ができるための健全で適正な経営環境を取り戻すことを最優先として、本大会で決議した
事項を早急かつ強力に実施されるよう強く要望する。
中小企業・小規模事業者もまた、
中小企業組合等連携組織により団結の強化を図り、
個々
では解決困難な経営課題に対して組織の力を存分に発揮し、解決に努めることをここに再
確認するとともに、地域経済を担っているとの自負のもと、コロナ禍を克服した先に地域
経済の更なる振興発展と我が国の輝かしい未来づくりに貢献することをここに誓い、大会
宣言とする。

令和三年九月二日
第六十一回 中小企業団体九州大会
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～今こそ活かそう連携組織
コロナに打ち勝ち、未来を拓け！～

特集

第61回中小企業団体九州大会

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
感染症は、日本・世界の社会生活と経済活動
に深刻な影響を与え、今後の出口も見いだせず、
今までに経験したことのない事態となっている。
従来の日常を取り戻すには、疲弊した経済の再
生が不可欠であるが、そのためには日本経済を支
える中小企業・小規模事業者に対する救済支援
策の充実が重要であるため、更なる施策構築と
速やかな実施を行うこと。
⑴
  緊
 急事態宣言等の発出地区以外の事業者へ
の支援強化
感染症の影響は、緊急事態宣言等の対象と
なった地域に留まらず全都道府県に及んでお
り、さらに休業や時短要請のあった業種のみな
らず幅広い業種にまで影響が及んでいるのが
実態である。そのため、地域や業種により中小
企業・小規模事業者が受けられる支援内容に
差が生じないようにすること。
⑵ 地方創生臨時交付金の有効な活用促進
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（総額約８兆4,292億円「協力
要請推進枠等約３兆4,292億円」及び「特別枠
（事業者支援分）5,000億円」
）の予算が確保さ
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集

１．新型コロナウイルス感染症の早期収束のた
めのワクチンの迅速かつ円滑な接種と地域
の医療提供体制の拡充
新型コロナウイルス感染症（以下、
「感染症」
という。
）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・小規模事業者は少なくない。
わが国でも、医療従事者や高齢者等において
先行してワクチン接種が開始されているが、日常
を取り戻しつつある諸国においては、国民への迅
速なワクチン接種がその大きな要因のひとつと
されている。
そのため、国は感染症の早期収束に向けて、一
日も早く国民へのワクチン接種を完了させるとと
もに、抗ウイルス薬の開発を加速化させる体制を
確立すること。また、新たな緊急事態宣言等の発
出により、回復基調にある経済活動が、その都度
停滞してしまうことのないよう、ステージの引き
上げの重要な指標でもある病床の安定確保に努
めるなど、医療提供体制の充実・強化を図ること。

特

新型コロナウイルス感染症対策

れ、各自治体の実情に応じたきめ細かな各種の
支援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り、各都道府県において
地域の実情に応じた感染対策や中小企業支援
施策を継続的に講じることが、地域経済の維
持・再生のために必要であるため、感染が収束
するまでの間、地域の実情に応じた大胆かつき
め細かな支援を確実に実施できるよう大型の
地方創生臨時交付金の予算措置を講じること。
⑶ 感
 染症収束後を見据えた大規模な需要喚起
支援
感染症収束後の消費喚起策として、
「Go
Toキャンペーン事業」の再開が予定されてい
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、一部のみに利用
が集中することなどがないよう、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
ようにすること。
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。
⑸ 社会保険料の一時停止
社会保険・年金・労災・介護などの徴収の

Feature articles

提 出 議 案

一時停止は、事業者にとっては簡便な資金繰り
対策となりうる。
無利子融資や保証制度を活用した資金供給、
不正受給の余地があり手続きも煩雑な給付金
よりも簡便な現金支給方法として、社会保険
料の一時停止や高齢者医療制度の見直しなど
恒久的措置を早急に講じること。
⑹ 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
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。
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。
⑵ 感染症収束後、対策財源確保のための増税
が懸念される。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．感染症拡大により危機に立たされた商店
街・観光産業等向け施策の充実化
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の創設や中心市街
地がにぎわいを取り戻すための消費喚起支援
策を講じること。また、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と影響の長期化を見据
えながら固定資産税については猶予措置に加
えて、軽減・減免措置を継続的に講じること。
⑵ 感染症により、人の移動や活動が大きく制限
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されたことから、その影響を直接受けることに
なった観光産業や飲食業界の経営環境は、ま
さに危機的な状況にある。いずれの業界も納入
業者や取引先など関係する業種・業界のすそ
野が広く、市場の縮小が、地域経済に及ぼす影
響も懸念されることから、需要の回復期を迎え
るまで事業活動を維持できる様、強力かつ継
続的な支援策を講じること。
５．感染症防止対応等ニューノーマルや新たな
生活及びビジネス様式に対応する中小企業
及び連携組織に対する支援の強化
 感染症の流行による需要の消滅・縮小に直面
し、感染拡大と長期化が懸念される中、商業店舗
においては、非接触型のキャッシュレス決済、セ
ルフレジ導入、無人販売、テイクアウト、宅配事
業等、非対面型ビジネスモデルへの転換といっ
た、新たなサービスにより売上を確保する取り組
みや感染拡大防止のために提唱されている「新し
い生活様式」に対応した店舗等の環境整備が必
要となっているが、導入にあたっての資金面、人
材面不足が要因でその普及が十分進んでいない
面も見受けられる。
このような新しい生活及びビジネス様式に対
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。こうしたニュー
ノーマルへの対応が急務となっている中で、業界
団体等が実施する事業に対して導入のための補
助や専門家による助言等効果的な支援策を講じ、
長期的、持続的な支援の更なる充実強化を図る
とともに、中小企業や中小企業・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など、新たな生活及び
ビジネス様式に対応するための支援策を創設す
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、感染症の影響により、サービス
業を中心とした個人消費や輸出・企業の設備投
資が大きく落ち込むなど、実質GDPの成長率が
過去最大の下げ幅を記録した。
緩やかながら回復基調にあった経済情勢も、変
異ウイルスの流行を背景に感染が再拡大してお
り、全国各地で緊急事態宣言やまん延防止等重
点措置が発令・適用されるなど、未だ先の見えな

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、ゼロエミッション「脱炭素社会」の目標
実現のために省エネ・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、洋上風力発電な
ど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。
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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

４．各種中小企業支援策の活用環境整備
中小企業が、目まぐるしく変化する経営環境
に柔軟に対応し、新製品や新サービスの開発等
に取り組むためには、
「中小企業等経営強化法」
「生産性向上特別措置法」
「中小企業ものづくり
基盤技術高度化法」
「地域未来投資促進法」
「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。加えて、事業再構築補助金等への取り組
みがスタートし、ニューノーマル時代に対応し
た事業への転換も大きく期待される。そこで、こ
れらの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、ニーズに応じて
施策を円滑に利用できるような環境整備を行う
こと。
また、中小企業団体中央会は、平成24年度以
降、ものづくり補助金の地域事務局として、数多
くの中小企業を支援し、企業との連携を強みとす
ることから、今後、こうした施策の中心に中小企
業団体中央会の活用を図ること。

集

２．組合等連携組織対策の拡充・強化
感染症の影響が長期化し、国内外が未曾有の
危機に直面する中、経営基盤の脆弱な中小企業・
小規模事業者は、自助努力を重ねつつ何とか凌
いできたが、もはや限界に達しつつある。
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がますます重要となっ
ている。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」の活用が期待される。
加えて、令和２年６月に制度化された特定地域づ
くり事業協同組合が全国各地で誕生しており、地
域活性化と人材不足解消を図る役割として期待
が高まっている。こうしたことから、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、財務・
法律等、より高度化する中小企業を取り巻く課題
に的確に対応するため、また、業種間連携、共同
化、グループ化、企業集積を強力に推進するため
にも、国は組合等連携組織に対する施策を拡充
強化すること。加えて、中小企業基本法における
「中小企業者の範囲」に中小企業団体を含め、中
小企業振興施策や制度の対象から漏れることの
ないようにすること。さらに、コロナ禍や災害時
に組合員の営業所が使用できない等、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員企業
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。

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。
加速する非対面・非接触、デジタル化といった
環境変化への対応など、中小企業にとって個々の
企業では解決が困難な課題への対応として中小
企業組合などの連携組織を活用することが有効
であることから、中小企業団体中央会の役割はよ
り重要なものとなってきている。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・沖縄地域の経済活性化のためには、
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
中央会関連予算を安定的に確保・増額すること。

特

い深刻な状況が続いている。
国においては、昨年12月に閣議決定された「国
民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合
経済対策」により成立させた令和２年度第３次補
正予算、並びに令和３年度当初予算に基づき、感
染症の拡大を防止するとともに、ポストコロナに
向けた経済構造の転換・好循環の実現を図って
いるが、引き続き感染症の早期収束に取り組むと
ともに、
ワクチンの早期接種を確立させたうえで、
新たな成長を促進する中小企業の構造改革を促
進するため、低迷した経済活動を回復させる経済
再生ロードマップを示し、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。

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。加えて、同基
本方針で示されている中小企業・小規模事業
者向けの契約目標額及び目標率の策定につい
て、地方公共団体にも国等と同じく義務付けを
行い、契約実績の確保に努めること。
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、
特に、感染症対策、自然災害からの復旧・復興
など緊急を要する案件については、緊急随意
契約や前倒し発注を実施するなど、中小企業
庁が証明した官公需適格組合等を積極的に活
用することとし、加えて、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など官
公需発注の増大に努めること。さらに、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。
⑵ 官公需適格組合制度については、発注側の
理解・認識が依然として低く、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、こ
れによって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、採算
を度外視した低価格競争を助長し、中小企業
の経営を圧迫するなど負のスパイラルを生じ
させるだけではなく、共同受注を行う官公需適
格組合の存在を大きく揺るがす大問題となる
ため、絶対に導入しないこと。
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
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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。
７．不公正取引の根絶並びに下請取引の適正な
運用
⑴ 供給に関する取引拒絶・差別対価、
不当廉売、
再販価格拘束、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、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は、厳
しく取り締まること。
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との間で適正な取引が行
われるよう、関係事業者に対して周知・徹底
するとともに、必要に応じて検査・要請を行う
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、規模の小さい中小企業・小規
模事業者のエネルギーコストは割高となる傾向
にある。
さらに、エネルギーコストが上昇したとしても、
商品・サービスへの転嫁が難しい中小企業が大
多数を占めているのが現状であり、収益を大きく
圧迫する要因にもなっていることから、国は安定
的かつ経済的なエネルギーが供給され、中小企
業の経営基盤強化に資するような各種制度を運
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
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11．未来への投資の促進
⑴ 2
 050年カーボンニュートラルを見据えたエ
ネルギー対策
2050年を見据え、中小企業においてもカー
ボンニュートラルに向けた取組みが不可欠で
あり、CO 2 排出削減に向けた経営改善や生産

集

10．ものづくり補助金の予算の拡充・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
営基盤強化、競争力の強化、雇用の確保等の波及
効果も高く、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、引
き続き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２年度補正予算において感染症対策と
して「特別枠」が創設されたことに伴い地域事
務局の予算も追加されたものの、複数年で予
算措置されている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削減
され、補助事業者に対するきめ細やかな支援
や事業化・販路開拓支援も効果的に実施でき
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。

性向上につながる省エネ設備やエネルギー利
用の最適化につながるエネルギーマネジメン
トシステムの導入等を後押しする設備補助、税
制や資金調達上の優遇措置といった支援を強
化すること。
⑵ 中
 小企業のデジタル化及び生産性向上によ
る社会的課題解決のための支援強化
ＩＴ技術の進化に伴い、人々の消費行動が著
しく変化しており、中小企業が競争力を維持・
強化するためにはクラウドサービスやビッグ
データの活用等、ＩＴ技術を積極的に取り入れ
る視点で業務の変革を図ることが必要不可欠
となりつつある。
今回のコロナ禍においては、行政に加え中小
企業におけるデジタル化の遅れをも浮き彫り
にした。半面、デジタルインフラとデジタル技
術を上手く取り入れた企業においては、労働力
不足等社会的課題の解決だけでなく、事業継
続性の確保やワークライフバランスの実現な
ど、企業の課題を解決する可能性を見出す一
端にもなった。ウィズコロナ、アフターコロナ
を見据えた事業活動では、ＡＩや I oTなどの新
しい技術を活用したデジタル・トランスフォー
メーション（ＤＸ）に取り組むことが効果的で
あることから、中小企業がデジタル化に取り組
む必要性が急速に高まってきている。なお、こ
のＤＸは、単に一般事務などの業務にＩＴ技術
を導入するにとどまらず、マーケティングなど
幅広い分野での活用が期待されている。
しかしながら、中小企業においては知識や技
術を有するデジタル人材が不在か、若しくは不
足しており、また取り組もうとしてもコストを
負担できないなどといった諸課題も抱えてい
ることから、中小企業が社会的課題を能動的に
解決し、持続可能な社会を実現し、円滑かつ適
正に中小企業のデジタル実装化を着実に進展
させるためにも、デジタル人材及び専門家の育
成を含めた強力な支援策を講じること。
⑶ 中
 小企業の持続可能な開発目標（SDGs）の
取組み支援の強化
持続可能な社会の実現に向け、17の目標
（ゴール）と169のターゲットで構成されている
「SDGs」では、経済・社会・環境分野における
課題にバランスよく取り組み、政府・企業・市
民など多様な主体による行動が求められてい
る。中でも、民間企業の力、とりわけ中小企業
の力が重視されており、
「SDGs」に取り組む
ことで企業のイメージアップや従業員の確保、
やりがいにつながる例も報告されていること
を踏まえ、
「SDGs」に取り組む中小企業への
支援を強化すること。

特

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。
感染症収束後、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。

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、平成29年７月九州北部豪
雨、令和元年８月、令和２年７月の豪雨災害等、
地球温暖化に起因すると思われる相次ぐ自然災
害からの復旧・復興のためのインフラ整備、並び
に感染症流行の長期化を見据えた中小企業の事
業継続のための施策を拡充するとともに、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
的発注を行うこと。また、公共工事の発注や物品
サービスの調達等において、適正な分離・分割発
注を行い中小企業等の受注機会の確保に努める
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とともに、少子高齢
化により人手不足に悩んでいる状況である。地元
中小企業への優先発注を行うこと、並びに優良な
中小企業がＪＶを組み受注を目指すための支援
策を実施することは、中小企業の育成と雇用対策
に大きく寄与するものであることから、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
九州経済の一体的発展、さらには、切迫する南
海トラフ巨大地震等の防災対策を含めた「命の
道」として、高速交通ネットワークの早期整備は、
極めて重要かつ喫緊の課題である。
ついては、東九州自動車道の全線開通に向け
た「南郷～奈留」間の早期事業化と暫定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
期整備並びに今後供用する区間の直轄管理化を
図ること。また、九州新幹線西九州ルートの早期
整備（令和４年秋開業予定）や東九州新幹線の実
現、さらに、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．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
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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。
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、感染症拡大の影響により観光客は
激減し、九州全体の観光産業に大きな影響を与
えている。感染症収束後は、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。
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、商店街振興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

集

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
以前はインバウンド需要を取り込むための商
店街の取り組みが推進されてきたが、感染症がイ
ンバウンド需要に及ぼした影響は大きく、インバ
ウンド需要頼みの小売・サービス業の脆弱性が
露呈することとなった。当分の間は一昨年までの
インバウンド客を見込むことができない一方、国
内の個人消費はGDPの半分以上を占めるように
国内消費は決して小さい額ではなく、この多くを
ネット通販や大型店・量販店が取り込んでいる
ことから中小小売店舗の苦境があると言える。そ
こで、足元を見直し原点回帰する商店街の取り組
みを施策面で支援すること。
同時に、感染症の収束後を見据え、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減免制度
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。
加えて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、特別利子補給制度（実質無利子）期間が３
年と短いため、実質無利子期間を延長し中小企
業者の事業再構築を支援する措置を講じるとと
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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、タウンマネジメン
トの視点から産業の振興、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ＮＰ
Ｏ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。
⑺ 地域中心市街地の機能維持のためには、商
業に対する取り組みだけでは不十分で、公共公
益・居住・交通といった側面からも総合的に施
策を進めていく必要があることから、建築部局
等との横断的なつながりを強化し、支援施策の
連携を図ること。特に共同施設の改修や撤去等
は予算措置においても柔軟な措置を行うこと。

特

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。
⑸ 「地域・まちなか商業活性化支援事業」で、
商店街を構成する複数の店舗が連携して行う
販路開拓や商品開発などの取り組みに対し助
成が行われているが、中心市街地の機能維持、
強化を図るため、商店街傘下の個店間の連携
事業など店舗の売り上げ増と商店街の通行量
増につながる個店間の取り組みについても支
援すること。
⑹ 中小規模の流通・物流事業者においては、
燃料代や人件費の上昇等が著しく経営を圧
迫している。このコスト削 減 等のため国や
NEXCOは、高速道路利用料について、新たな
特別割引制度を創設すること。

もに、感染症は長期化し、あらゆる業種が多大な
影響を被っていることから、非常時の対応として
の迅速性や手続きの簡素化、加えてさらなる柔軟
かつ抜本的な運用改善を行うこと。
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ている。
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
保証に関するガイドライン」の遵守を促すこと。
４．資金繰りに困窮する事業者への金融支援の
強化
感染症は、観光、飲食、宿泊、交通のみならず
幅広い業種にまで深刻な影響を及ぼしている。経
済活動の抑制が長期化し、売上の回復が著しく鈍
化していることから、今後、借入金の返済財源の
確保に窮する事業者が続出する可能性がある。ま
た破産だけでなく自主的な廃業が徐々に出始めて
おり、サプライチェーンの寸断、消費者への商品・
サービス提供機会の損失、地域雇用の維持等、悪
影響が及ぶことが懸念されている。地域の産業基
盤である中小企業の事業継続の維持・経営改善
に向け、既存のセーフティーネット関連融資の拡
充、返済期間・据置期間の延長など返済を猶予す
る措置を講じるとともに、融資姿勢を長期的に継
続し、特に打撃が大きかった業種の早期再生に向
けた事業支援へ万全の対策を講じるよう求める。
資金調達の円滑化、借入の償還期間延長・凍
結、手続きの簡素化、及び既存借入金の借換等が
受けられるよう今後も金融支援策の継続・拡充・
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延長（特例措置を含む。
）等を図るとともに、早期
再生に向け的確で弾力的に対応できるよう各種
支援窓口の充実・強化を図ること。
またアフターコロナを見据えた新事業転換な
どの取組みに係る追加の資金ニーズについても、
積極的に応じること。
５．高度化融資制度の活用拡大
⑴ 高度化事業の計画書の提出から借入実行まで
の期間短縮及び提出書類の簡素化を行うこと。
債権保全措置としては、連帯保証人による保証
だけではなく金融機関保証も認めること。また、
個人保証についても、
「経営者保証に関するガ
イドライン」に基づき弾力的に運用すること。
⑵ 高度化事業における組合借入金で、破産手
続きが終了した組合員に対する貸付金は、組
合に対する全体の貸付金から除外すること。
⑶ 団地組合の一体化を保証するため、組合員
の倒産等により団地内不動産を組合が一時取
得する場合の不動産取得税について減免措置
を講じること。
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
法の段階的施行を踏まえ、その内容について中
小企業者への周知徹底に努めるとともに、働き
方改革推進支援センターの更なる充実はもと
より、中小企業等が取り組みやすい環境の整備
を行うこと。また、中小企業が直面する様々な
経営課題に対応するため、新たな雇用・労働
対策施策を講じること。
⑵ 本年４月から中小企業者においても時間外
労働の上限規制が適用されているが、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。
⑷ 中小企業・小規模事業者は慢性的な人手不
足により、働き方改革への対応の遅れが懸念さ
れる。そのため中小企業・小規模事業者への
働き方改革を推進するためには、労働生産性
向上のための支援策が必要である。ものづくり
補助金をはじめＩＴ導入補助金、デジタル化・
電子化・ＤＸ化など中小企業・小規模事業者

５．地域の中小企業の実情、並びにコロナ禍の
厳しい経済情勢を踏まえた最低賃金の設定
最低賃金の引上げ額の目安は、地域の中小企
業の経営に多大な影響を及ぼすため、慎重に行う
こと。最低賃金引上げにより影響を受ける中小企
業に対して、生産性向上に向けた支援策及び業
務改善助成金等の支給要件の緩和、助成金の増
額等を含めたより一層の拡充を図ること。
⑴ 感染症拡大が甚大な影響を及ぼす中で、九
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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
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

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。

特

２．雇用維持の拡充と雇用機会の確保
⑴ 感染症拡大の影響によって世界的な経済危
機に陥る中で、地域の雇用を支える中小企業・
小規模事業者において休業や営業自粛の長期
化、経営難による廃業等の影響が出ており、有
効求人倍率の大幅な低下が懸念される。全世
代が安定して雇用機会を確保するため、国は
雇用喪失を食い止めるため、雇用調整助成金
及び緊急雇用安定助成金の特例措置や持続化
給付金・支援金等の各種施策を拡充・継続す
るとともに、テレワーク導入など雇用構造や
ワークスタイルの変革に取り組む事業者への
支援を強化すること。
 さらに、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、新
規学卒者及び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。
⑶ 令和２年６月に施行された「地域人口の急減
に対処するための特定地域づくり事業の推進
に関する法律」を受け、大都市圏への人口の一
極集中を是正し、地方に人材を呼び込み、地方
の人材確保を推進するために移住促進や採用
活動に要する経費補助などの中途採用に関す
る支援を拡充・強化すること。
⑷ 雇用調整助成金について、幅広い中小企業者
が活用できるよう、受給要件の緩和、対象者拡
大、助成率の引上げ等の措置について拡充、継
続するとともに、受給手続の簡素化、迅速化を
図ること。

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。当該産業に
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。
特に、人口急減地域においては、社会保険労務
士等が不在な地区が多いことから、専門家指
導に要する経費について予算措置を講じるこ
とで、円滑な事業実施に資すること。
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。
⑸ 感染症拡大により、合同会社説明会等が開
催しづらい等、中小企業者の採用活動に影響
が出ているため、支援策を講じること。
⑹ 女性の活躍に向けた機運醸成に取り組むと
ともに、男女が共に、仕事と子育て、介護等が
両立しやすく、企業・家庭・地域の中で活躍で
きる職場づくりを推進すること。
 また、令和４年４月から女性活躍推進法に基
づく一般事業主行動計画の策定や情報公表の義
務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事
業主から101人以上の事業主まで拡大されるこ
とから、中小企業者への周知徹底に努めること。

Feature articles

が働き方改革に取り組むための各種支援策を
拡充・強化すること。

州・沖縄の中小企業・小規模事業者も多様な
業種・業界において過去に類を見ないような
経営危機に直面している。特に、近年の自然災
害で被災した地域の事業者においては、復旧・
復興の途上で更なる苦難に晒されている状況
であり、こうした中で最低賃金の大幅な引き上
げや全国一律化が行われれば、経営基盤の脆
弱な中小企業・小規模事業者においては多く
の事業者が倒産・廃業といった事態に追い込
まれることが想定される。地元の中小企業に大
きな負担を強いることとなり、雇用の場を失い
かねないことから全国一律化は行わないこと。
⑵ 地域別最低賃金制度に屋上屋を架す特定最
低賃金については早急に廃止し、地域別最低
賃金に一本化すること。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し実
態に即した水準で定めること。公労使三者が話
し合いを通じて法の原則及び法が定める３要
素（労働者の生計費、類似の労働者の賃金、通
常の事業の賃金支払い能力）に基づき、明確な
根拠のもとで納得感のある水準を決定すべき
である。地域の経済情勢、雇用動向、中小企業
の生産性の向上の進展状況等を踏まえた上で
の雇用の維持、創出を妨げないよう慎重な設定
を行い、最低賃金の引き上げについては、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、特に小規模事業者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。
⑶ 最低賃金は、感染症の収束が見通せない中、
国は中小企業・小規模事業者の資金繰りや事業
再構築等の経営支援に最優先で取り組むべきで
あり、足下の景況感や地域経済の状況、雇用動
向を踏まえ当分の間、現行水準を維持すること。
⑷ 最低賃金引上げにより影響を受ける中小企
業に対して、生産性向上に向けた支援策及び
業務改善助成金等の支給要件の緩和、助成金
の増額等を含めたより一層の拡充を図ること。
⑸ 余力がある企業は賃上げに前向きに取り組
むべきことは言うまでもないが、国は賃金水準
の引上げに際して、強制力のある最低賃金の引
き上げを政策的に用いるべきではなく、生産性
向上や取引適正化への支援等により中小企業・
小規模事業者が自発的に賃上げできる環境を
整備すること。
６．次代を担う青年経営者・後継者の育成支援
中小企業経営者の高齢化に伴い、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
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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
る。中でも地場産業や伝統的工芸品産業は、もの
づくりの基盤を支える重要な産業であるが、熟練
職人の技術・技能を次世代に伝承・継続すること
が困難になっており、多くの業種において事業承
継等の重要性が高まっていることから、次世代を
担う若手経営者・後継者の育成が必要である。そ
こで中小企業組合が組合員の後継者育成を先導
し、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
能であることから、その育成組織である中小企業
組合の青年部組織に対し、経営者・後継者として
の資質向上、並びに地域に貢献できるリーダーの
育成を積極的に支援すること。
７．外国人技能実習制度の拡充と適正化対策の
強化
⑴ 各産業の実態を踏まえ、２号移行対象職種・
作業の拡充を図ること。
⑵ 技能実習生数が年々増加する中、監理団体
や実習実施者による不適切事例案件が増えて
いるため、
国による指導や監視を強化すること。
⑶ 感染症拡大により、影響を受けている監理団
体や実習生等に対する支援策を講じること。
⑷ 感染症拡大の影響により、技能実習生の入
国に関する費用（待機費用及び交通費、PCR
検査費）が増大し、国内中小企業・小規模事業
者の負担が大きくなっている。そのため国は、
中小企業・小規模事業者等の負担軽減のため、
技能実習生の入国時における待機費用等の補
助・支援策を創設すること。
８．パワーハラスメント防止対策への配慮
令和４年４月より中小企業に「パワハラ防止
法」が適用され、正規雇用労働者・非正規雇用労
働者を問わず、職場におけるパワーハラスメント
の防止対策が義務付けられる。中小企業・小規
模事業者が労働者の働きやすい環境づくりに取
り組めるよう配慮し、対策に取り組む際の支援策
を講じること。
税

制

１．消費税の一定期間廃止とインボイス制度へ
の慎重な対応
令和元年10月に消費増税、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
く影響を及ぼすとともに、感染症拡大の影響によ
り、中小企業の経営状況は非常に厳しい状況にあ

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
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３．中小企業組合関係税制の拡充・強化
我が国の中小企業発展のためには、経営基盤
の強化とさらなる成長の促進、中小企業組合の共
同事業の活性化を図る必要があるため、以下の税
制措置を講じること。
⑴ 中小企業の税負担の軽減をより一層図るた
め、協同組合等に対する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とともに、
法人税率引下げの財源確保のための中小企業関
係税制の縮減・廃止は行わないこと。併せて、企
業組合、協業組合も軽減税率の対象とすること。
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

集

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、国が総力を挙げて取
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、
欠損金繰越控除の利用制限や中小法人向け租税特
別措置の利用制限、留保金課税の中小企業への拡
大など中小企業にこれ以上の負担を課さないこと。

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
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。
⑷ 中小企業組合が、感染症拡大の影響で急激
に業績の悪化した組合員企業に対して組合の
内部留保から支援金を支給した場合は全額損
金算入とすること。
⑸ 中小企業等の貸倒引当金の特例（中小企業
組合等に対する割増し措置）が廃止されたが
（経過措置あり）
、中小企業組合が資本を充実
させ共同事業の活性化により健全な発展と組
合員及び債権者の利益保護を図るために重要
であるので、当該措置を延長すること。

特

ることから、一定期間消費税を廃止すること。
加えて、消費税の適格請求書等保存方式（イ
ンボイス方式制度）は、令和５年10月から導入さ
れることになっており、それに向け本年10月から
は、事業者の登録申請が開始されることとなって
いる。しかし、このインボイス制度は、収益に結
びつかない経費負担（機材費・人件費等）が大き
く、あらゆる事業者の事務コストを増やし、中小
企業・小規模事業者の活力を失わせる。さらに、
インボイス制度導入により、免税事業者である小
規模事業者が、取引先から除外されたり、不当な
値下げを要求されてしまうリスクがあり、逆に取
引の継続のため免税事業者が課税事業者を選択
せざるを得ない状況も考えられるなど留意しな
ければならない点が多々ある。
また、消費税の免税事業者からの仕入税額控除
の段階的廃止導入についても中小企業・小規模事
業者には十分に理解されておらず、導入後混乱を
来す恐れがある。さらに、感染症への対応に追わ
れて準備に取り掛かれる人的、時間的な余裕がな
く、また厳しい経営環境も継続している中小企業・
小規模事業者の実態を鑑み、導入延期や制度の廃
止を含め制度の抜本的な見直しを検討すること。

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。
８．固定資産税、自動車税等の軽減措置
感染症の影響により、経済活動が大きく抑制さ
れたことから幅広い業種で売上の回復が鈍化し
ている。中小企業・小規模事業者は、往々にして
固定費の割合が高く、赤字決算においても徴収さ
れる固定資産税や自動車税などの固定費の負担
が、事業継続の大きな足枷となっている。そのた
め、事業継続を図る事業者の固定費負担を軽減
するべく、固定資産税や事業用車両に係る自動車
税、重量税などの減免措置を講じること。
９．激甚災害に指定された地域の中小法人等に
対する寄付金の全額損金算入
国や地方公共団体への寄付金及び指定寄付金
（公益社団法人、公益財団法人等の財務大臣が指
定）については、全額損金算入できるとされてい
るが、それ以外への寄付金は一定の限度額まで
となっている。
しかしながら、激甚災害に指定された地域の中
小法人等に対する寄付金については、その目的が
明確であることから全額を損金算入とすること。
震災・災害対策
１．自然災害に対する防災・減災対策の徹底及
び復旧・復興支援策の継続・拡充
⑴
  自然災害に対する防災・減災対策の徹底
近年、九州地方において頻発する大規模な自
然災害は、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ような甚大
な影響を受ける中小企業が少なくなく、地域の
経済活動と雇用に深刻な影響をもたらしている。
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
事業者においては、事業継続の意欲を失い廃業
を選択してしまうことになりかねないことから、
地域経済基盤を支え、地域コミュニティの維持
に不可欠な中小企業・小規模事業者、事業協
同組合及び商店街等が継続して事業を行える
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よう、被災中小企業等が経営資源を確保するた
めの雇用維持、設備投資や情報提供への支援
を確実に実行すること。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各地域の実情に応じ
た社会資本の整備に早急に取り組むこと。特に、
浸水被害地域は再度の水害発生も予想される
ため、治水対策を前倒しして進めること。
⑵
  大
 規模自然災害に対する復旧・復興支援策
の継続・拡充
平成28年熊本地震や平成29年７月九州北部
豪雨、さらには令和元年８月、令和２年７月豪
雨など近年、九州・沖縄地域は相次ぐ大規模
な自然災害に見舞われ続けている。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、地域の経済活動は完全には回
復していないのが実情である。
このため、国は復旧・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
九州・沖縄地域は、我が国でも梅雨時の豪雨
や台風の被害等、特に災害の多い地域であり、重
点的な自然災害への対応・対策が求められる。
各地で頻発する自然災害に加えて、ＩＴ導入に
伴う情報セキュリティや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
となっているが、中小企業・小規模事業者の経営
課題における災害対策の優先度は必ずしも高く
ないため、大企業に比べ事業継続計画（BCP）の
策定が遅れている。
国は、こうした中小企業・小規模事業者におけ
る防災・減災対策を推進するため、BCP策定や
小規模事業者でも比較的取り組みやすい連携事
業継続力強化計画認定促進を図り、策定等した
中小企業、中小企業組合については、BCPに対応
するための設備の更新・遊休施設等の有効活用、
耐震補強するための補助金の優先採択や補助率
アップ、優遇税制等のインセンティブ付与などの
拡充・強化に向けた予算措置を講じること。併
せて中小企業組合の今後の新たな活用策として、
幅広く制度普及するためにも中小企業団体中央
会向けの支援制度の構築を図ること。

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 61 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）

組 合 功 労 者

廣田

昭久

嶋田

新吾

中村

菊人

廣吉

五三

岩男平八郎

赤帽福岡県軽自動車運送協同組合

福岡魚滓集荷協同組合

福岡県醤油醸造協同組合

北九州市廃棄物処理事業協同組合

萩原・青山商店街協同組合

理事長

理事長
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北九州管工事協同組合

久留米絣協同組合

久留米市管工事協同組合

福岡インテック協同組合
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優 良 組 合
九州グラフィックコミュニケーションズ工業組合

福岡県弁護士協同組合

福岡県整骨協同組合

福岡佐賀コンクリートポンプ協同組合

遠賀中間エルピーガス事業協同組合

行橋京都自動車整備協同組合

久留米造園建設業協同組合

大牟田電気工事協同組合

福岡北部地区清掃事業協同組合

青

年

部

福岡ディスプレイ協同組合 青年部
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