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大会の光景

①

つな

人を「絆ぐ」
・組織を「結ぶ」
・地域を「紡ぐ」
～ポストコロナは変革の時代、
連携と革新で躍進する中小企業へ～

全国中小企業団体中央会・神奈川県中小企業

体中央会会長、石丸忠重・長崎県中小企業団体

団体中央会は、11月25日、
「パシフィコ横浜国

中央会会長がそれぞれ副議長に選任されて議事

立大ホール」
（横浜市）において、新型コロナウ

が進行し、中小企業・小規模事業者等の経営強

イルス感染拡大防止措置を講じた上で「第73回

靱化・成長促進支援等の拡充、中小企業・小規

中小企業団体全国大会」を開催、萩生田光一・

模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保

経済産業大臣等のご臨席の下、全国から中小企

険料対策の推進、中小企業・小規模事業者の積

業団体の代表者約1,700名が参集しました。

極的な事業活動を支える環境整備など21項目

本大会では、萩生田光一・経済産業大臣、武

が決議されました。

部新・農林水産副大臣、黒岩祐治・神奈川県知

また、布川徹･徳島県中小企業団体中央会会

事、山中竹春・横浜市長、関根正裕・株式会社

長が「実感ある景気回復と地域を支える中小企

商工組合中央金庫代表取締役社長より祝辞があ

業の持続的発展に向けた活力強化」と題して意

り、後藤茂之・厚生労働大臣からの、ビデオメッ

見発表を行い、本大会の意義を内外に表明する

セージが放映されました。

ため、碇谷友貴・神奈川県中小企業青年中央会

大会は、坂倉徹・神奈川県中小企業団体中央
会副会長が議長に、平栄三・千葉県中小企業団

会長が「大会宣言」を高らかに宣しました。
これと併せて、本大会では、優良組合（35組
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第73回中小企業団体全国大会

合）
、組合功労者（76名）、中央会優秀専従者（20

団体中央会会長へ継承され、石丸会長が次期開
名）の表彰が執り行われました。

催地会長挨拶を行いました。その後、豊永厚志・
る万歳三唱の後、閉会となりました。
（木）
に、
長崎県において開催することを発表し、

宣

言
つな

むす

つむ

本 日、中 小 企 業 団 体 の 代 表 は、〝 人 を「 絆 ぐ 」・ 組 織 を「 結 ぶ 」・ 地 域 を「 紡 ぐ 」〟

〜ポストコロナは変革の時代、連携と革新で躍進する中小企業へ！〜をテーマに、

ここ神奈川県横浜市に集い、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。

中小企業・小規模事業者、とりわけ、飲食・宿泊・サービス業等の事業者や、こ

れらの関連事業者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を必死に受け

止め、堪え忍んできた。その努力が一刻も早く報われるよう、国等に対して、効果的

なコロナ対策、医療体制の整備を引き続き要望するとともに、次のスローガンのも

と、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、万全な資金繰り対策・消費喚起対策による早期景気回復

一、デジタル化・事業再構築等の投資支援策の拡充・強化
一、震災復興・豪雨風水害対策の拡充

一、実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進

一、安価・安定なエネルギー・原材料供給休制の確立
一、中小企業組合等連携組織対策の拡充

第七十三回中小企業団体全国大会

令和三年十一月二十五日

本日参集した一同は、ポストコロナの変革の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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独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長によ
次期全国大会については、2022年11月10日
大会旗が森会長から石丸忠重・長崎県中小企業

祝辞を述べる萩生田光一・経済産業大臣

特

第73回中小企業団体全国大会決議

集

我が国は、人口減少と急速な高齢化など社会経済の構造的な課題に加えて、度重なる自然災害の発
生や、緊急事態宣言等が解除され徐々に経済活動再開の動きが見られるものの１年半以上も猛威を振
るい続けている新型コロナウイルス感染症等の影響等により、中小企業・小規模事業者の経営は、事
業継続や雇用維持など危機的状況が続いている。
中小企業・小規模事業者は、これまで幾多の困難に見舞われてきたが、そのたびに組合等連携組織
の力を結集し、これを打破してきたところである。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、中小企業・小規模事業者の直面する数々の課題においては、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。
さらに、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。
このため、国等は、長期化する新型コロナウイルス感染症の早期収束とコロナ対応で困窮する中小
企業・小規模事業者が安心して事業継続が行える環境の整備、ポストコロナ時代の経済社会変化を見
据えた新分野展開などの事業再構築の支援、持続的な成長、豊かな地域経済社会の実現に向け、全国
の約３万の組合等からの生の声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・小規模事業者等の経営強靭化・成長促進支援等の拡充
１．新型コロナウイルス感染症・多発する災害からの経済再生支援策の拡充
（１）新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して、経済の立て
直しに向けた明確な方針を示し、消費と投資の両面から切れ目のない総合経済政策を実施する
こと。
（２）安心・安全の事業環境の確立を図るため、新型コロナウイルス感染症の早期収束に向けた地域
の医療提供体制の拡充とともに、抗ウイルス薬等の開発体制の確立、人工呼吸器等の緊急対策に
必要な資材の国内供給体制の整備を行うこと。
（３）ポストコロナを見据えて中小企業・小規模事業者の事業復興に向けた長期にわたる支援策を
確実に実行すること。
（４）国は復旧・復興対策を緩めることなく、相次ぐ自然災害等で被災した中小企業・小規模事業者
等及び中小企業組合の経営再建、事業継続のために万全の措置を講じること。

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強化
（１）各種給付金等の実効性を高めるため、利用実績の高い支援金の追加支援や制度拡充、スピード
感をもった支給を行うこと。
（２）各種支援金・協力金の新たな申請に当たっては、業種や規模間の公平性を担保した支給に努め
るとともに、不正受給や支給遅延が生じないよう、事業者情報と税務申告がリンクした条件審査
手続きを行うなどにより、適正かつ一律な支給を行うこと。
（３）各省庁や地方自治体等が実施する中小企業に対する補助金等支援施策の情報を一元化し、補助
金申請などの行政手続きのデジタル化を促進するとともに、既存施策の周知や施策を中小企業
が活用する際に連携組織が伴走支援を円滑に実施できるような施策を拡充すること。
（４）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、地方創生臨時交付金の
有効な活用促進を図ること。
（５）令和２年度第３次補正予算で措置された「中小企業等事業再構築促進補助金」を継続・拡充す
るとともに、挑戦する事業者の後押しとなるよう支援対象要件を緩和すること。
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重点要望事項

２．災害復興支援の推進・加速化
（１）東日本大震災及び原子力発電所事故のほか、度重なる大規模な自然災害の被災事業者が復興す
るための財源確保に必要な予算措置を講じること。
（２）中小企業組合等施設等復旧整備補助金（グループ補助金）について、東日本大震災の被災事業
者の事情に配慮した柔軟な対応と制度の一部見直しを講じること。
①事業者が避難指示区域等の解除により帰還して事業再開する際に利活用するための本事業の
継続及び設備の入替条件の緩和等
②被災施設の中に耐用年数が長期（50年）に及ぶ施設もあるため、組合の存続を考慮し、あえて補
助金申請しない場合がないような、施設復旧後の耐用年数の維持管理への柔軟で弾力的な運用
（３）福島県の被災中小企業の事業再建・創生に向けて、風化防止と風評被害の払拭に向けた取組み
を強化すること。
①放射能に関する正しい知識の普及並びに福島県産品・観光地の安全性、その品質及び魅力に関
する情報発信をなお一層の強化と、国民・国際社会の理解醸成
②福島県産品の販路拡大を促進するため、国内外への販路開拓に対する支援策の拡充
③福島県産食品について、未だ多くの国・地域における輸入規制の継続がある中、処理水の海洋
放出に伴う規制の拡大や強化等、輸入規制の全廃がさらに困難になることへの懸念に対する輸
入規制の早期解除に向けた取組みの一層強化
④観光産業、食品産業、農林水産業が連携した共同プロモーション等の実施
⑤事故原発について福島県に対する誤解や偏見を生じさせることのない新たな名称化、もしく
は、マスコミ等に対する正式名称の「東京電力福島第一原子力発電所」使用の指導徹底
⑥マスコミに対して過度にネガティブな情報ばかりを流すことなく、また、科学的に立証された
正しい情報提供を行う旨の指導
⑦処理水の海洋放出に対する万全な風評被害対策の国の責任ある実施
（４）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福島県内の原発の廃炉作業に向けた取組みの安全かつ着実な推進
②迅速かつ正確な情報開示
③中間貯蔵施設の安全な整備・運営、輸送・搬入作業の安全確保の徹底、県外最終処分に向けた
ステップの着実な進展
④汚染水及び処理水の適正管理及び安全対策の徹底並びに新たな処理技術の検討
⑤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
⑥処理水の処分に係る県民、事業者、組合等に対する丁寧かつきめ細かな説明及び対話の更なる
実施
⑦原発事故損害賠償の確実かつ完全な実施
⑧販路の開拓、新商品開発、設備投資等に対する支援策の拡充強化
（５）熊本地震に係る震災復旧・復興支援として、中小企業組合等共同施設等災害復旧補助金（グルー
プ補助金）の継続を含め、被災事業者・組合等に配慮した迅速かつ弾力的な運用拡充を実行する
こと。
２．中小企業・小規模事業者・組合の成長促進投資への支援強化

重点要望事項

（１）中小企業・小規模事業者がウィズコロナの時代を切り拓くために必要なデジタル化を加速さ
せることができるよう、組合等の企業間連携による取組みに対して、強力な対策を講じること。
（２）SDGsやESG投資の取組みへの支援強化を行うこと。

個別要望事項

（１）中小企業・小規模事業者の「マークアップ率」を向上して適正な利幅を確保するため、組合等
連携組織を通じた高付加価値化や設備集約化への支援施策を拡充すること。
（２）構造改革の実現に欠かせないＤＸ推進を担うＩＴリテラシーの高い人材育成支援策の拡充を行
うこと。
（３）中小企業・小規模事業者及び中小企業組合に対するデジタル化の推進のため、課題やニーズに
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合ったＩＴツール導入や設備導入に対する補助金制度を実態に即して改善し、恒常的に発生する
費用に対しても必要な助成や優遇措置を設けること。また、「サービス等生産性向上ＩＴ導入支
援事業（ＩＴ導入補助金）
」について「低感染リスク型ビジネス枠」の継続と、補助率を２／３か
ら３／４に引き上げること。
（４）新市場展開（海外展開を含む）や新分野進出・新業態転換の取組みにおいては、事業の進捗段
階に応じた支援対応をはじめ、デジタル技術の活用による新たな支援手法の強化、個社単独では
難しい課題に対する組合等や地域等の単位による活動への支援措置を拡充すること。
（５）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、成長促進を阻害する不公正取引を
根絶し、知的財産・ノウハウの保護、燃料・原材料価格の高騰の価格転嫁、支払条件の改善など、
適正な競争環境の確保に向けて迅速かつ実効性のある対処を行うこと。
３．中小企業・小規模事業者の持続的発展に向けた事業承継・事業継続に関する対策の強化

重点要望事項

（１）中小企業の事業承継や事業引継ぎについて、中小企業組合を活用した取組みに対する環境整備
を推進すること。
（２）組合を基盤とした危機管理対応力の向上、災害時の相互協力体制を構築するための支援機能の
拡充や新たな予算措置を講じること。

個別要望事項

１．円滑な事業承継・事業引継ぎ、後継者育成に向けた対策の強化
（１）事業承継・事業引継ぎに関する各種支援施策を引き続き推進すること。
（２）中小企業組合を通じた人材の養成及び後継者育成の継続拡充を行うこと。
２．地域や産業の強靭化への強力な推進
（１）災害に強い地域づくりのため、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。
（２）組合等共同施設における災害時のバックオフィス機能等に対する支援の拡充・強化を図ること。
（３）都道府県中央会が連携し、傘下の中小企業組合のリソースを把握しマッチングできるよう所要
の体制整備に向けた予算措置を行うこと。
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の再整備
（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、安定的
かつ必要な予算の確保・充実を図ること。

個別要望事項

１．
「中小企業組合」の位置づけ及び支援の強化
（１）中小企業基本法の「中小企業者の範囲」に中小企業組合等を含めるとともに、中小企業振興施
策や支援制度では確実に対象とすること。
（２）中小企業組合等の連携組織が組織化の効果をより実効あるものとするため、中小企業組合等を
活用した各種中小企業施策についての予算措置を引き続き積極的に講じること。
（３）小規模企業振興基本法による小規模企業者に対する支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織
する組合等への各種補助金を定額化するなどの支援の早期充実を図ること。
（４）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
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の再整備
（１）中小企業組合は、従来機能に加え、近年、相互扶助の組織特性から、SDGs（持続的な開発目標）
やシェアリングエコノミー（共有型経済）などの推進形態の一つとしても注目されている。こう
した環境変化やステークホルダーの多様なニーズに十分にその特性や機能を発揮できるよう、
法改正を含めた弾力的な運用改善を進めること。
①地域課題の解決や生産性向上ニーズに応じた員外利用制限の緩和
②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
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重点要望事項

③事業承継ニーズに応じた廃業組合員のための組合による共同承継事業の実施許容
④多様な働き方ニーズに応じた企業組合における従事概念の拡大
（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定款変更手続きのスムーズ化
②協業組合の事業転換における要件緩和及び自由脱退の許容
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法人組合員に所属する役員・使用人に対する制度利用者の範囲拡大
（３）商店街が環境変化に即応できるよう、商店街振興組合法を改正すること。
①設立要件の緩和
②員外理事の制限の緩和
③組合の地区及び組合員構成比に係る存続要件の撤廃
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）地域の課題解決や雇用創出が期待される「特定地域づくり事業協同組合」及び「企業組合」へ
の創業支援及び運営支援を拡充すること。

個別要望事項

１．組合等連携組織を通じた地方創生の推進
（１）組合の健全な運営の仕組みを維持するため、「特定地域づくり事業協同組合」への断続的な支
援策を講じるとともに、各種制度の改善を図ること。
①届出制を考慮した労働者派遣法に関する負担軽減（認定申請書類の簡素化、派遣元責任者の選
任要件の緩和、労働者派遣業務の優遇）
②財産的基礎における派遣労働者数増の場合の認定時の基準資産額から追加負担を求める場合に
は国のガイドラインの明示並びに財政状況に応じた段階的な対応（変更届の基準設定を含む）
③中央会への設立や運営に係る伴走型支援のための予算措置
２．地域に根ざした地方創生推進支援の拡充
（１）地域資源の活用による地方経済の実態に即した景気対策を実施するなど、地域再生のために各
種支援措置を講じること。
①地産地消の推奨を図るための公共物件における地域産材等の使用の制度化
②農・商・工連携や地域ブランド等の魅力ある地域資源の知名度向上、活性化支援策の拡充・強化
③森林整備や素材生産業者の確保による国産木材の安定供給、活用促進のための支援策の拡充・
強化
④農林水産業、中小企業、観光サービス等のインフラ整備、人材育成、技術開発、農商工連携、商
業サービス、まちづくりの支援など地域再生に向けた施策の強力な推進
（２）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。
（３）
「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。
（４）高速交通網整備の早期の着実な推進など、地域経済や防災対策に資する交通ネットワークの整
備を図ること。
（５）2025年大阪・関西万博開催においては、中小企業が持つ独自のアイデアや技術力をアピール
できるよう、中小企業や中小企業組合がパビリオン出展など幅広い方法で、過度な負担なく参画
できる機会を設けるとともに、参画要件を早期に明確化すること。
また、今後、大型イベント開催に向けて、会場整備や運営における調達案件に関しては、幅広
い分野で中小企業及び中小企業組合等に発注すること。
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特

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

集

（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、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）令和４年度に予定される雇用保険料率の改定について、新型コロナウイルス感染症の影響から
十分に体力が回復していない企業にとって大きな負担増となる保険料率の引上げは避けること。
また、雇用における国の責任を明確にし、令和４年度以降の安定財源を確保する観点から、国庫
負担については本則に規定する４分の１へ復帰させるとともに、枯渇化している雇用保険財源
に一般会計から資金を投入すること。
併せて、雇用保険二事業については、財政の逼迫状況に鑑み、引き続き関係コストの精査・削
減をはじめ、事業実施団体への適正配分、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）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、ＡＩ、ＩｏＴ等の新し
い分野の研修支援を強化し、ＤＸをはじめとするデジタル化等への取組みを推進すること。

１．新型コロナウイルス感染症の影響長期化に対する配慮
（１）社会保険料・労働保険料の減免、納付猶予等の措置を講じること。
（２）在籍型出向にかかる環境整備等の支援、感染状況に応じた産業雇用安定助成金の拡充を行う
こと。
（３）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。
（４）テレワーク等の新しい働き方やＡＩ、ＩｏＴ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。
２．働き方改革の実現に向けた中小企業への配慮
（１）平成31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、中小企業に対する
働き方改革推進支援センター等の相談体制を充実すること。
（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、中長期的に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。
（６）ＵＩＪターン等による地方中小企業の人材確保
４．地域の実情を踏まえた最低賃金の設定
（１）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。
（２）最低賃金の位置づけを改めて明確にし、制度の在り方について検討すること。そのうえで、中
央、並びに地方最低賃金審議会が、地域の経済・雇用の実態を踏まえた実質的な改定審議を行え

NEWS FUKUOKA 2021.12

7

Feature articles

個別要望事項

るよう、最低賃金審議会が行う議論の自立性についても早急に検討を行うこと。
（３）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。
（４）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。
（５）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運用の円滑化と制度の拡充
（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）監理団体の許可基準等について、運用の明確化を図ること。
（３）技能実習２号移行対象職種の拡充に当たっては、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。
（４）新型コロナウイルス感染症収束後、段階的な出国等の特段の措置を講じること。
６．外国人材の受入れ体制の整備
（１）在留資格「特定技能」による外国人材の受入れに当たっては、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。
（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
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、加齢に伴
い障害が重度化した障害者を雇用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当たっては、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金融支援策の継続・拡充・条件緩和・延長(特例措置を含む)、
借入金の減免等を図るとともに、各種支援窓口の充実・強化、手続の簡素化を図ること。
（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を強化するため、融資条件・債
務返済条件の緩和、及び金利適用の考え方等、要件の見直しを行うこと。
（３）大規模自然災害で被災した中小企業・小規模異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として、利子負担の軽減や高度化資金の減免を講じる
とともに、商工中金、日本政策金融公庫等の政府系金融機関が借換え等に応じやすくするための
十分な措置を講じること。
（４）知的財産権等の事業用資産の包括担保制度の創設に必要な措置を講じること。

個別要望事項

１．中小企業の資金調達の円滑化
（１）各種金融支援策の維持拡充を図ること。
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国は、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、欠損金の繰戻還付
制度の適用期間の拡大や固定資産税等の負担軽減、個人事業主に係る純損失の繰越期間の拡大など
の税制面の支援措置を行うとともに、ポスト・コロナに不可欠なデジタル機器等の整備を進めるた
めに「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用期限の延長を行うとともに、適用限
度額の引上げ等のデジタル化支援のための措置を講じること。

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）中小企業の交際費課税の特例措置を延長すること。
（２）中小企業の欠損金の繰越控除の利用を制限しないこと。
（３）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。
（４）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
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重点要望事項

集

２．中小企業・組合税制の拡充

特

（２）信用保証制度の各種要件を緩和し、制度の充実を図ること。
①セーフティネット保証、危機関連保証の売上高減少要件（４号：20％減、５号：５％減、危機
関連：15％減）の緩和及び指定期間の延長
②緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されている都道府県の飲食業や宿泊業等、対人サー
ビスで大きな影響を受けている業種等に対し、民間金融機関による無利子無担保制度の復活
③対象業種の拡充、貸付枠の拡大、返済履歴を考慮した保証料率の引下げ等の優遇措置、及び既
往の震災復興関連資金の保証料率の更なる引下げ
④無利子・無担保融資における条件変更の際に発生する追加保証料の免除
⑤金融機関と連携し、手続き及び審査の簡素化・迅速化
（３）商工中金の役割・機能強化を図ること。
（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・強化を図ること。
（５）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・活用拡大を図ること。
①「経営者保証に関するガイドライン」に沿った貸付けの推進
②既存融資の返済猶予・据え置き期間等の柔軟化等
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
（７）中小企業倒産防止共済(通称：経営セーフティ共済)の貸付制度の見直しを図ること。
（８）中小企業・小規模事業者の事業承継を円滑にするための十分な金融支援を行うこと。
（９）金融機関による中小企業支援策の拡充を図ること。
２．成長戦略を実現するための金融支援の実施
（１）経営者保証に関する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。
（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）デジタルの活用によってキャッシュフローを見える化し、事業者が正確な財務諸表を作成しや
すくすることが重要であるため、汎用のクラウド型会計ソフトの無償提供とともに、「中小企業
の会計に関する基本要領」や経営指標（「ローカルベンチマーク」）の活用について普及・啓発を
図るセミナーを実施する支援（委託事業）を講じること。
（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。
（５）団地組合内の再整備・再開発に係る補助金を創設すること。
（６）約束手形の利用廃止、小切手全面電子化に向けた必要な措置を講じること。

幅な短縮や減価償却制度の簡素化を図ること。
（５）留保金課税の中小企業への拡大は行わないこと。
（６）青色事業主勤労所得控除制度を創設すること。
（７）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。
（８）印紙税を早急に廃止すること。
（９）ガソリン税の特例税率を廃止すること。
（10）車体課税を抜本的に整理し軽減すること。
（11）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。
（12）役員給与は原則、全額損金算入とすること。
（13）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。
（14）地球温暖化対策税の負担軽減措置を講じること。
（15）補助金や助成金等は益金不算入とすること。
（16）企業のサステナビリティへの取組みを促進するために税制面の環境整備を行うこと。
（17）人件費や原材料費等の上昇分を適正に価格転嫁できるよう、課税ルールを見直すこと。
（18）物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置を延長すること。
（19）認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得又は建築をした際の、所
有権の移転登記等に対する登録免許税の軽減措置を延長すること。
（20）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。
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
ための手続きの簡素化、取引相場のない株式評価方法の見直し、特例承継計画の提出期限の延長、
個人版事業承継税制の特定事業用資産の範囲の拡大などの措置を講じること。
（２）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
（１）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。
（２）消費税価格転嫁対策の措置を引き続き講じること。
（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）消費税の納税について、一括納付と分割納付の選択制度を設けること
４．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
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）火災等共済組合等の異常危険準備金の損金算入を認める特例措置の適用期間を延長すること。
（３）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。
（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）企業組合において設立後５年程度法人税等を免除するなどの税制措置を講じること。
（６）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
よる義援金を寄附金控除対象とすること。
（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。
５．納税環境整備等
（１）中小企業の電子帳簿・電子申告の促進のための支援措置を講じること。
（２）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。
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３．中小製造業等の持続的発展の推進
特

重点要望事項

集

（１）
「ものづくり補助金」について、継続、拡充、要件の緩和、特別枠の追加措置等を講じるとともに、
申請手続きの簡素化等に加え、フォローアップ支援事業の継続・拡充を図ること。
（２）多様な事業再構築ニーズに対応するため、要件の緩和、対象範囲の拡大を講じるなど「事業再
構築補助金」を弾力的に運用すること。
（３）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、支払手形サイトの長期化や材料価格高騰
による販売価格への反映拒否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・フォ
ローアップ、周知徹底を強力に推進すること。

（１）今後のＤＸ化に向けてＩｏＴをはじめとした新しいＩＴ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。
（２）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育成を図る施
策を継続して強化すること。
（３）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。
（４）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財財産活動に対する支援を拡充する
こと。
（５）食品表示制度見直しに伴う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。
（６）木材や食料品、金属等、原材料価格高騰の影響を受ける事業者に対し、安定供給に向けた支援
策を講じること。
（７）金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置について、作業時間に応じた対策や緩和措置
を講じるとともに、設備投資等に係る支援策を講じること。
（８）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企業・小規模事業者への発注及び健
全な利益確保のための支援の実施
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・育成のための支援の拡充・
強化
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、先進的省エネルギー投資促
進支援事業費補助金の継続、拡充を図ること。
（３）カーボンニュートラル達成に向けて取り組むために必要な支援策を講じること。
（４）大企業がグリーン調達を進める過程で、中小企業・小規模事業者に過度な負担や取引の排除を
行わないよう配慮すること。

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等を強化・拡
充すること。
（３）環境対応への支援を拡充すること。
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個別要望事項

①中小企業・小規模事業者におけるSDGsやESG投資への取組みを支援するための普及促進、各種
優遇措置や中小企業組合等を通じた取組みへの支援の実施。さらに、省エネ対策を推進するため
の「エコアクション 21」や「Ｊｰクレジット制度」の普及、取得支援、優遇措置などの施策の拡充
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の強化・拡充
③土壌汚染対策における調査・手続き・除去等の措置の必要最低限のものとなるような見直し、
中小企業・小規模事業者にとって過度な負担とならない万全の支援策の拡充
④ガソリンスタンドの経営多角化・事業転換等に向けた支援策の実施
⑤自然災害等への対応として、食糧の安定供給に向け、老朽化した精米施設、機械設備の自動化
や省エネ化を促進するための支援実施。また、消費地倉庫へ原料移送の推進、過疎区化が進む
地域の物流効率化への支援の実施。
５．卸売・小売業・まちづくりの推進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今後も事業継続できるよう長期的な支援策を講じるこ
と。
（２）キャッシュレス決済普及推進に向けて、中小小売業、商店街組合等への支援策を強化・拡充す
ること。

個別要望事項

（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。
（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）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。
（６）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。
（７）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の影響を受けている観光関連産業、イベント関連業等へ強力かつ長
期的な消費、需要喚起対策等支援を講じること。
（２）物流の効率化、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に寄与する
高規格幹線道路網の整備拡大を図ること。

個別要望事項

（１）高速道路料金の大口・多頻度割引率の適用拡大を行うとともに、規制の緩和等の対策を講じる
こと。
（２）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。
（３）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
等の支援策を創設すること。
（４）観光立国・観光立県を実現するため、現行の諸規制・制度の早期見直しを行うとともに、地域
における観光をリードする観光人材の育成に必要な支援策を講じること。
（５）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。
（６）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。
（７）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、文化芸術・
ライブエンターテイメント業界に関わる舞台技術運営スタッフ事業者への支援を強化・拡充す
ること。
（８）葬祭業者は、登録制・届出制とすること。
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７．官公需対策の強力な推進
特

重点要望事項

集

（１）新型コロナウイルス感染症対策、自然災害からの復旧・復興に当たっては、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。

（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）官公需受注における地域中小企業の優先落札、社会課題に積極的に取り組む官公需適格組合に
対して、官公需発注における評価制度を設けること。
（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）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。
（10）
「官公需総合相談センター」への予算措置を講じること。
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