特集

第69回中小企業団体全国大会
団結は力 見せよう組合の底力！
～地方創生は連携による地域力アップと
強力な発信～

全国中央会・長野県中央会は、
10月26日、
「キッ

経済産業副大臣、谷合正明・農林水産副大臣、田

セイ文化ホール」
（長野県松本市）において『団

畑裕明・厚生労働大臣政務官より、祝辞を頂戴

結は力

しました。

見せよう組合の底力！～地方創生は連

携による地域力アップと強力な発信～』を大会の

大会は、春日英廣・長野県中央会会長が議長に、

キャッチフレーズに、武藤容治・経済産業副大臣

渡邉隆夫・京都府中央会会長、平栄三・千葉県

等の臨席の下、
「第69回中小企業団体全国大会」

中央会会長がそれぞれ副議長に選任されて議事

を開催、全国から中小企業団体の代表者約2,500

が進行し、実感ある景気回復と中小企業の生産

名が参集しました。

性向上、事業承継の抜本的な見直しなど地域を

本大会は、唐沢政彦・長野県中央会副会長の

支える中小企業の持続的な発展を実現するため、

開会宣言により幕を開け、阿部守一・長野県知事、

中小企業対策の拡充に関する16項目を決議しま

菅谷昭・松本市長より歓迎のご挨拶を頂戴しま

した。

した。多数のご来賓のご出席を賜り、武藤容治・
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また、服部正･全国中央会副会長（愛媛県中央

会会長）の意見発表に対して、山口泰明・自由民

の表彰が執り行われました。
次期全国大会については、平成30年９月12日

業部会長から政党代表としてご挨拶を頂戴しま

（水）に、京都府において開催することを発表し、
大会旗が大村会長から渡邉隆夫・京都府中央会

さらに、本大会の意義を内外に表明するため、

会長へ継承され、渡邉会長が次期開催地会長挨

吉江慎太郎・長野県中小企業青年中央会会長が、

拶を行いました。その後、高田坦史・
（独）中小企

「大会宣言」を高らかに宣し、満場の拍手の下、採

集

した。

特

主党組織運動本部長、富田茂之・公明党経済産

業基盤整備機構理事長のかけ声で万歳三唱の後、

択されました。

和田晶宣・長野県中央会副会長の挨拶で閉会と

これと併せて、
本大会では、
優良組合
（43組合）
、

なりました。

組合功労者（71名）
、中央会優秀専従者（27名）

第69回中小企業団体全国大会 テーマとスローガン
１．実感ある景気回復と被災地の復旧・復興の加速化
２．生産性向上・ものづくり対策の強化
３．事業承継施策の抜本的強化
４．中小企業組合等連携組織対策の拡充
５．中小企業の実態を踏まえた働き方改革の推進
６．まちづくりの推進と観光・商業・サービス業対策の拡充
宣
見せよう組合

Feature articles

言

本日、中小企業団体の代表二千五百名は、「団結は力

の 底 力！ ～ 地 方 創 生 は 連 携 に よ る 地 域 力 ア ッ プ と 強 力 な 発 信 ～」を

スローガンに、日本有数の名峰を臨む城下町、ここ長野県松本市に集い、

約二万七千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・小規模事業者は、深刻化する人手不足や円滑な事業承継、

生産性の向上、頻発する自然災害など、数多くの経営課題を抱えている。

こうした中、地域の経済・雇用を支える私達は、自らの経営基盤を強

化し、持続的に成長することが求められている。そのためには、個々の

努力に加えて、組合の持つ「つながる力」を大いに発揮し、直面する課

題に対して、全力で取り組んでいかなければならない。

これには、国や地方公共団体による強力かつ継続的な支援が必要であ

る。よって、本大会の決議事項が早期に実現されることを強く求める。

中小企業及び組合、そして中央会は、仲間達の努力が、明日、一年後、

平成二十九年十月二十六日

第六十九回中小企業団体全国大会

十年後、五十年後、そして百年後の日本の礎となるべく、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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第69回中小企業団体全国大会決議
我が国経済は、緩やかな景気回復にあるといわれているものの、多くの中小企業・小規模事業者は
その実感を得られないまま、人手不足の深刻化、経営者の高齢化、地域の疲弊、頻発する自然災害な
ど多くの課題を抱え、その対応に苦慮している。
このような状況の中で、地域の経済・雇用を支える中小企業・小規模事業者は、経営基盤を強化し
持続的な成長に向けて、更なる生産性の向上が求められているが、そのためには個々の努力に加えて、
連携・組織化による一層の支援の拡充が肝要である。
中小企業団体中央会は、組合等の連携組織が持っている企業同士の「つながる力」を大いに発揮して、
ＩＴ利活用、人手不足と事業承継を見据えた人材育成などをはじめとする積極的かつ多面的な支援に
より、我が国経済及び中小企業・小規模事業者の持続的な成長に寄与すべく活動を展開していく。
国等は、そのための後押しとなるよう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
取り組まれたい。

Ⅰ．実感ある景気回復と中小企業・小規模事業者の生産性向上支援等の強化
１．景気回復を実感できる対策の加速化
（１）実感ある景気回復と経済の好循環が隅々まで確実に浸透するよう、「経済財政の運営と基本方
針2017」、「未来投資戦略2017」等を着実かつ迅速に実行し、中小企業・小規模事業者の持続的な
成長と生産性向上を支援すること。
（２）地方創生交付金の拡充と恒久化を行うこと。
（３）2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック大会に向けて、大会関連施設の建設を
はじめ道路・交通網等のインフラ整備、大会関連の物品調達等において、中小企業・小規模事業
者及び中小企業組合の積極的な活用を図ること。
（４）地域資源活用等による国内観光産業の振興と地域ブランドの発掘・育成を強化し、地域経済の
活性化を図ること。
２．中小企業・小規模事業者の生産性向上・経営力強化に対する支援の拡充
（１）
「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」は、試作品や新サービス開発、設備投資
の増進を図り、地域経済の活性化に大きな効果をもたらす非常に有効な支援策であることから
補正予算等により事業を継続するとともに、過年度実施してきた補助事業者が、ものづくり補助
金事業を活用し、試作開発、設備投資を行った成果品の販路開拓、販売促進を図るため、フォロー
アップ事業に対する支援の拡充を行うこと。
（２）中小企業・小規模事業者が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
めの支援策を講じること。
（３）ものづくり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）取引上優位な立場の親事業者が下請事業者に対して、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違反行為に対して一層積極的かつ
迅速に対処すること。
（５）サプライチェーン全体の取引適正化と付加価値向上に向けた「自主行動計画」の策定業種の拡
大を図るとともに、同計画の着実な実行と周知徹底、フォローアップ、訪問等調査の徹底を継続
して行うこと。
３．中小企業組合等に対する支援の拡充
（１）中小企業組合の力が十分発揮できるよう、新たな環境変化に対応した中小企業組合制度改善に
よる組合員企業の安定と基盤強化への寄与に努めること。
（２）中小企業等経営強化法に基づく「事業分野別指針」の策定業種の拡大、策定後の当該業種の組
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合等の声を踏まえた検証・見直しを行うこと。また、同法に設置された「事業分野別経営力向上
推進機関」が行う取組みを後押しするよう、同機関の運営を担う組合等の人材教育を強化するこ
特

と。
（３）多くの業種団体を抱える中小企業団体中央会が「事業分野別経営力向上推進機関」と連携し、

集

各事業分野別にきめ細かく経営力強化を図る支援が十分できるよう、組合等連携組織に対する
予算を安定的に確保・拡充すること。
（４）新事業展開や既存事業のブラッシュアップ、組合員である中小企業・小規模事業者の課題解決
等を図る中小企業組合等に対する補助金制度の改善・拡充を行うこと。
（５）中山間地域における地域コミュニティの維持、生活基盤の確保、産地ブランドの推進を図るた
めの農・商・工・サービス業の連携・組織化による振興策の拡充に努めること。
（６）創業・起業により雇用促進を図る企業組合への支援策を改善・強化すること。
（７）リニューアルや小規模企業を対象にした高度化融資制度の拡充を図り、利用・拡大に努めること。
（８）中小企業組合運営のエキスパートである中小企業組合士を積極的に活用すること。
（９）国及び都道府県は、地域において果たすべき役割の大きい組合に対する多様な支援のための中
央会の事業が毎年度確実に遂行できるよう、中央会に対する予算措置を拡充・強化すること。
（10）連携・コーディネート力の向上を図るための中央会の指導員等の人材育成に対する支援を強
化すること。

Ⅱ．地域活性化を担う中小企業・小規模事業者に対する支援の拡充
１．事業承継、事業再生・再編等に対する支援の拡充
（１）深刻化している後継者不足に対応するため、早急かつ円滑な事業承継、事業再生・再編を進め
られるよう補助金等の拡充を図ること。
（２）
「小規模事業者持続化補助金」等の拡充・継続に努めること。
２．官公需対策の強力な推進
（１）国等は、「平成29年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」で示した中小企業・小規模
事業者向けの契約目標額及び目標率について、執行の平準化を図りつつ、必ず目標を上回る契約
実績を達成するとともに官公需施策の一層の徹底を図ること。
（２）国等は、採算性を度外視した価格での落札が行われないよう最低制限価格制度を導入するほか、
（３）競り下げ方式（リバースオークション）を即時廃止すること。
（４）各発注機関は、分離・分割発注の推進に努めること。
（５）少額随意契約の意義を広く正確に広報するとともに、その適用限度額を引き上げること。
（６）きめ細かな官公需相談業務に対応するため、「官公需総合相談センター」への予算措置を講じ
るなど拡充・強化すること。
（７）国等は、官公需適格組合制度の周知徹底を強化し、各発注機関において中小企業・小規模事業
者の受注機会の拡大を図る官公需適格組合への発注目標を設定するなどの取組みを行うこと。
特に、被災地における官公需適格組合等を積極的に活用すること。
（８）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、組合員の受注機会の確保・増大に
つながるよう、実効性の高い制度に見直すこと。
３．海外展開に対する支援の拡充
（１）企業連携による海外見本市・展示会など海外市場に向けた販路開拓支援を継続・強化すること。
特に、中小企業・小規模事業者が率先してグローバルなバリューチェーンに参画できるよう、新
輸出大国コンソーシアムの専門家増員等により、ＴＰＰ等の利活用の強力かつ迅速な推進を含
め、中小企業の海外展開を積極的に支援すること。
（２）人材等の活用を通じた海外展開への支援策を引き続き推進すること。
（３）外国人旅行客4,000万人誘致実現に向けたインフラの整備と施策を引き続き強力に推進すること。
（４）ＴＰＰ協定の早期見直しを推進すること。日ＥＵ・ＥＰＡなど広域経済連携協定の発効・合意
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Feature articles

低入札価格調査制度を積極的かつ適切に運用すること。

に向けた取組みを加速させること。
（５）ＴＰＰ協定等により影響が生じる農林水産畜産業などの事業分野に対しては十分かつ継続し
た対策を実施するとともに、地方において新たな輸出企業を育成するための環境整備を図るこ
と。
４．まちづくりの推進・商業集積に対する支援の拡充、商取引の適正化
（１）コンパクトシティを国主導で推進するとともに、中心市街地活性化の起爆剤となるプロジェク
トに対して、集中的支援を行う仕組みを構築すること。まちづくり社会の機能強化を図るととも
に、地域商業の再生のための魅力発掘等に対する強力な支援を行うこと。また、地方都市におい
ては、空き地や空き店舗の利用を促進するとともに、地域の歴史や文化に十分に配慮した支援を
行うこと。
（２）賑わいと魅力ある「まちづくり」を推進するため、まちづくり三法（大店立地法、中心市街地活
性化法及び都市計画法）の見直しを速やかに行うこと。
（３）大規模集客施設に対する立地規制を緩和する都市計画法の見直しは行わないこと。また、大規
模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ適正に対処するため、土地利用に関するゾーニン
グの条例やガイドラインの制定を促進すること。
（４）平成27年度から導入された消費税免税販売制度「一括カウンター」などの効果により、外国人
観光客の消費は拡大しているが、中小企業・小規模事業者が単独で免税手続きを行うには事務
が煩雑であることに加え、人的・財政的な負担が生じることから、支援措置を講じること。
（５）平成26年に廃止された「地域商店街活性化事業（にぎわい補助金）」、「商店街まちづくり事業」
に代わる、意欲ある商業者によるハード・ソフト面の取組みに対して補助金制度を創設するこ
と。
（６）地域活性化の妨げになるような商店街の空き店舗や遊休施設の積極的な活用を促進するため、
これらの施設にかかる固定資産に特別課税措置を講じることができる国家戦略特区を創設する
こと。
（７）起業、創業・第二創業、後継者育成に対する支援策を一層拡充させるとともに、商店街や共同
店舗の空き店舗の入居費等に対する助成措置を講じること。
（８）大手スーパー・量販店等の取引競争ルールを確立・徹底するなど、小売業における優越的地位
の濫用行為を早期に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示などの違反行為に対して実効性の
ある対応を実施すること。
（９）インターネット販売の振興に当たっては、消費者保護の観点から商品特性に応じた品質や取引
方法における安全・安心確保を図るルールづくりを行うとともに、個人情報保護法・番号利用
法（マイナンバー法）が中小企業の経営負担にならないよう、支援策を講じること。
（10）改正割賦販売法の概要や対応措置について、十分な周知を徹底するとともに、中小企業が万全
の体制で施行期日を迎えられるよう支援策を講じること。

Ⅲ．震災復旧・復興支援、豪雨等による災害対策の拡充
１．熊本地震、鳥取県中部地震、東日本大震災、豪雨災害に対する復旧・復興の更なる推進
（１）復旧・復興対策の十分かつ柔軟な財政措置を講じるとともに、被災した組合及び中小企業・小
規模事業者の経営再建、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）中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（中小企業等グループ補助金）を継続するとともに、
補助対象の拡大及び認定や交付決定に要する期間の短縮を行うこと。また、事業再開後の継続的
な支援と補助事業の実施に必要な支援を強化すること。
（３）被災事業者に対する貸付条件の緩和や手続きの簡素化、借入金の返済猶予など、資金調達の円
滑化に向けてあらゆる方策を継続すること。
（４）地域の雇用を確保するため、経営難や後継者難に陥った中小企業・小規模事業者等の事業承継
を促進し、従業員の生活についても、安心して働くことができるよう労働環境整備に係る支援を
強化すること。
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（５）復旧・復興工事を効率的に進められるよう、中小企業組合等の組織化を奨励し、組合への一括
発注について配慮すること。
特

（６）観光分野においては、交通寸断及び風評被害の影響等により、観光客及びインバウンドの減少
等、観光業は依然厳しい状況にあるため、宿泊を促進する起爆剤となるあらゆる支援策を講じる

集

こと。
（７）全国各地で発生する恐れがある豪雨や暴風雨による甚大な被害に対して、１日でも早い激甚
災害の適用を措置するとともに、復旧・復興を力強く後押しするための支援策を講じること。
（８）被災事業者の負担軽減を図るための税制の特例措置を講じること。
２．福島の復興・創生に向けたきめ細かな対策の実施
（１）避難指示区域の生活環境整備の加速化を図ること。
（２）今後の復興・創生に当たっては、国の総力を挙げたスピード感ある対応と継続的な支援措置を
講じること。
（３）国は、消費者等に福島県産品のモニタリング検査の実施状況等、放射能に関する正しい知識の
より一層の普及に積極的に取り組み、安全性、観光地の安全情報など適切な情報発信、周知・広
報を行うこと。
（４）除染の着実な実行、中間貯蔵施設の整備と搬入の加速化、汚染水対策の徹底、確実な廃炉を実
施すること。
（５）被災中小企業・小規模事業者の事業再建等の自立に向け、現場のニーズを踏まえた営業損害賠
償を継続すること。
３．地域の防災・減災対策の強化
（１）国土強靭化アクションプラン2017を着実に推進するとともに、地域計画の策定及び実施が進む
よう支援を拡充させること。また、安全なまちづくりに向けて、南海トラフ地震、首都直下型地
震などに備える防災・減災対策を推進すること。
（２）多様な輸送手段や地域に応じた輸送体制の確立を推進するとともに、広域連携体制を築くなど、
災害に強い物流システムを構築すること。
（３）震災時だけでなく新型インフルエンザや風水害等の災害時、取引先の倒産や事業停止などにお
ける事業活動の継続が図れるよう、中小企業や組合及び組合間が取り組むＢＣＰの策定・運用
に対する支援措置を積極的に推進すること。

１．中小企業金融施策の拡充
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を拡充・継続すること。特に、被災地域への
総合的な支援に加えて、原材料・エネルギーや人手不足等に伴う人件費高騰等の影響を受けた
中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援や、生産性向上のための設備投資、新たな活力を
生み出す創業資金支援等の資金需要に引き続き万全の措置を講じること。
（２）信用保証協会の基金補助金を十分確保し、中小企業・小規模事業者の経営安定化を図るセーフ
ティネット保証を最大限活用すること。
（３）中小企業・小規模事業者の経営改善計画策定を支援するなど、金融機関によるコンサルティン
グ機能をより一層発揮することで中小企業金融円滑化法期限後の出口戦略を継続すること。ま
た、自治体の損失補償付制度融資等における求償権放棄に向けた働きかけを強化し、中小企業の
円滑な再生への取組みを継続すること。
（４）商工中金の組合組織金融としての役割及びセーフティネット機能が一層発揮されるよう、十分
な措置を講じること。
（５）日本政策金融公庫の公的金融機関としての役割が引き続き的確に発揮されるよう、十分な措置
を講じること。
（６）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。
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Ⅳ．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

（７）高度化融資制度の活用拡大を図ること。既存融資については、条件変更等に柔軟に対応するほ
か、商店街組合の参加率にかかる条件緩和などの制度拡充を行うこと。新規融資については、借
換えや防災資金等に対する新たな制度や、都道府県の財政負担のない中小企業基盤整備機構自
らが融資する制度等を創設すること。なお、個人保証については、「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。
（８）マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）の一層の拡充を行うこと。
（９）中小企業倒産防止共済金の貸付を受けた者に対する貸付時の共済金額の10分の１控除を廃止
し、共済加入者の負担を軽減すること。また、共済加入後６カ月未満の貸付制限を見直し、突発
的な取引先の倒産にも万全なサポートを行う制度とすること。
（10）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。
２．成長戦略を実現するための金融支援の実施
（１）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
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。
（２）中小企業の設備投資及び新事業展開等のための新たな資金ニーズの対応について万全を期す
ため、経営革新等支援機関と国、自治体、専門家との連携体制を維持、強化すること。
（３）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。
（４）地域金融機関が中小企業・小規模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。

２．中小企業・組合税制の拡充

１．中小企業の生産性向上に資する税制の強化
（１）中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置の拡充及び恒久化を図ること。
（２）中小企業の賃上げを促進する所得拡大促進税制について、業種による賃金格差も考慮したうえ
で、税額控除の大幅な引上げを行うこと。
（３）中小法人及び協同組合の法人税の軽減税率を引下げ、恒久化を図り、適用所得金額（現行800万
円以下）を撤廃すること。
（４）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。
（５）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。
（６）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と事業所税は廃止すること。
（７）地球温暖化対策税の使途拡大及び森林吸収源対策等の新税導入を行わないこと。
（８）留保金課税の中小企業への拡大は行わないこと。
（９）中小企業の欠損金の繰越控除の利用を制限しないこと。また、欠損金の繰戻還付制度の適用期
限を延長すること。
（10）個人事業税の事業主控除額（290万円）の引上げと、65万円の青色申告控除の拡充を図ること。
（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）創業後５年間の法人税・社会保険料・登録免許税等の減免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とともに、エンジェル税制を拡充するなどベンチャー企業への投資促
進税制の強化を図ること。
（14）印紙税を早急に廃止すること。
（15）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すること。
（16）ガソリン税の特例税率は廃止すること。
（17）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。
（18）指定寄附金の範囲及び損金算入限度額をさらに拡大すること。
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（19）車体課税は、抜本的に整理し軽減すること。
（20）中小法人及び協同組合の交際費について、事業活動に関する費用は全額損金算入とし、恒久化
特

すること。
（21）省エネルギー・再生エネルギーへの投資促進のための大規模な税制措置を講じること。

集

（22）中小企業が海外展開するため、受取配当金を全額益金不算入とし、海外展開に必要な市場開拓、
販売促進に係る費用等を税額控除とする措置を講じること。
（23）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。
（24）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。
（25）産業廃棄物税の減免措置を図ること。
（26）雇用の受け皿となる成長企業を支援、地域の雇用創出につながる雇用促進税制の適用期限を延
長すること。
（27）障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限を延長するとともに、雇用要件
を緩和すること。
２．事業承継税制の拡充
（１）取引相場のない株式評価方法については、中小企業の実態を適切に反映した評価となるよう、
抜本的に見直すこと。
（２）事業承継税制について、雇用要件の更なる緩和、非上場株式等に係る相続税の納税猶予割合の
80％から100％への引上げ、生前贈与を促す措置など事業承継税制の大幅な拡充を図ること。ま
た、親族外への事業承継の優遇措置の創設や支援体制の強化など、幅広く中小企業の事業承継に
ついて必要な措置を講じること。
（３）個人事業者等の事業用資産に係る承継時の負担軽減を図る特例措置を講じること。
３．消費税対策の継続・強化
（１）複数税率及び適格請求書等保存方式（「インボイス方式」）を導入しないこと。
（２）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るための監視を引き続き徹底すること。
（３）消費税の外税表示は、事業者が選択できるよう、恒久化すること。
（４）外国人旅行者向け消費税免税制度について、中小企業の利用促進を図るための電子情報化等の
手続きの一層の簡素化を図ること。
早期に解消すること。
（６）消費税の申告については、法人税法及び地方税法同様に「１カ月の申告期限の延長措置」を講
じるとともに、法人税及び消費税の納税期間を３カ月に延長すること。また、消費税の中間申告
の回数については事業者の任意選択を認めること。
（７）中小事業者の消費税の事業者免税点を引上げ、簡易課税制度の適用事業者の範囲を拡大するこ
と。
４．地域の活性化に資する中小企業の負担軽減
（１）商業地における空き店舗を活用した所有者に対する固定資産税・都市計画税の減免措置を講
じること。
（２）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。
（３）輸入原材料価格の安定化を図るため、関税制度の見直しを図るとともに、政府売り渡し価格決
定に際しては、中小食品製造業の不利益に繋がらないよう十分に配慮すること。
（４）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。
５．組合関係税制の強化
（１）中小企業組合（企業組合、協業組合も含める）の法人税の軽減税率を引下げ、恒久化を図り、適
用所得金額（現行800万円以下）を撤廃すること。
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（５）個別消費税（ガソリン税、自動車取得税、酒税、タバコ税）や印紙税に係る消費税の二重課税は

（２）効率的に設備過剰の解消を図るよう、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）地震保険料控除制度に地震火災費用見舞金、地震見舞金を給付する火災共済も対象とすること。
（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。
（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が
出捐する義援金を寄附金控除対象とすること。
（10）商品券の未引換分の収益計上の時期の規定の延長など法人税基本通達に定めた規定を見直す
こと。
（11）共済事業を行う中小企業組合の異常危険準備金を損金算入の対象とすること。
（12）公共・公益性のある共同施設への減税措置を図ること。
６．納税環境整備等その他
（１）マイナンバー制度の導入に伴い、安全管理措置に必要となるセキュリティ対策への支援措置を
強化すること。
（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。

３．中小製造業等の持続的発展の推進

１．技術開発支援の中核となる公設試験研究機関への最新機器導入及び更新に対する支援の強化・拡充
２．知的財産の係争に対する環境整備を図るなど中小製造業等の知的財産活動に対する支援の拡充
３．電力の安定かつ安価な供給の実現

（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率が高く、代替手段に乏しい中小企業・小規
模事業者の電力コスト軽減のために、再生可能エネルギー発電促進賦課金の上昇抑制や発電に
係るコストの引下げなどを図ること。
（２）政府は、原子力発電所の立地地域が求める防災対策等に万全を期すとともに、立地地域の理解
と納得を前提に、厳正な審査の実施により厳格に安全確認がなされた原子力発電所については、
再稼働を実現し、電気料金の引下げと電力の安定供給を図ること。
４．省エネ・新エネ支援の拡充
（１）省エネ設備の導入、再生可能エネルギー等の活用など徹底した省エネ・新エネ対策を大胆に実
施すること。
（２）中小企業・小規模事業者等に対する省エネルギー設備導入支援を継続し、補助率引き上げると
ともに、中小企業連携枠を設ける等拡充すること。
（３）中小企業組合が省エネルギー計画を作成し、この計画に参加する構成員企業を支援する中小企
業組合向け省エネルギー補助制度を創設し、自家発電、空調、ＬＥＤ照明等の省エネ設備の導入
を加速させること。
５．環境対応への支援の拡充
（１）国や地方公共団体は、
「エコアクション21」及び「Ｊ－クレジット制度」等について、より一層
の普及促進策を講じるとともに、エコアクション21ガイドライン2017への対応に必要な支援策
を講じること。また、税制上の優遇措置や補助金支援などの策を講じること。
（２）廃棄物の排出量抑制や適正処理の推進が重要な環境課題となっていることから、中小企業や組
合が取り組む産業廃棄物の削減及び処理に対して、処理体制の整備及び支援制度の拡充を早急
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に推進すること。
（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
特

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。

集

（４）化学物質製品製造の中間工程に位置することが多い中小企業に対して、chemSHERPA（ケム
シェルパ）の周知普及にさらに努めるとともに、chemSHERPA導入及び活用が中小企業・小規
模事業者にとって過度な負担とならないよう支援策を講じること。
（５）ＨＡＣＣＰの導入に当たっては、中小企業・小規模事業者が円滑かつ適切に取り組めるよう十
分に配慮するとともに、総合的な支援措置を講じること。

４．卸売・小売業、サービス業、物流業に対する支援の拡充
１．卸売業・小売業支援の拡充

（１）卸売業の振興・育成を推進する法律の制定を検討すること。
（２）流通業務市街地整備法や都市計画法による業種制限等を緩和するとともに、卸団地内の空き店
舗に対する支援措置を創設すること。
（３）市街地や商店街等の駐車違反取締りについては、積み降ろし業務可能な駐車スペースの確保や
円滑な道路交通の有効活用等、業務に配慮した支援を講じるとともに、観光バスの路上駐車が交
通渋滞の原因となっていることから、包括的な駐車場政策を講じること。
２．サービス業対策の強化
（１）インバウンド対応の重要性が高まっているため、海外の文化などに対応したサービスの開発な
どの取組みを支援する補助金を創設すること。
（２）観光立国実現のため、土産品及び体験型観光の開発、海外クルーズ船の誘致及び地方を回遊す
る観光ルートの企画開発など日本版ＤＭＯ（地域にある観光資源に精通し、地域と協同して観光
地域作りを行う法人。
）による観光マネジメントのための支援制度を拡充すること。また、ＭＩ
ＣＥ（Meeting（会議・セミナー）、Incentive Travel（ 報奨・招待旅行）、Convention（大会・国
際会議）
、Exhibition/Event（展示会）の頭文字をとった造語でビジネスイベントなどの総称。）
に関連する産業は、地域経済各分野の活性化に大きく寄与することが期待されるため、大都市へ
の誘致に偏らず、被災地への誘致を積極的に行い、実現に向けた支援策を講じること。
（３）医療分野と中小サービス業との連携の取組みへの支援策を講じること。
（１）流通業・物流業において、賃金の見直しを含めた待遇改善や適正価格により、安心・安全な輸
送取引が行える措置を講じるとともに、途切れることが許されない社会インフラの次世代を担
う人材の確保・育成を推進すること。
（２）連携・協働による物流量のムラの緩和や荷受作業の効率化等を図るための環境整備を講じる
こと。

５．優越的地位の濫用に係る独禁法の執行強化

１．大企業との間で実質的に対等な競争ができない中小企業・小規模事業者の正当な利益を守るよう、
優越的地位の濫用に係る独禁法等の執行を強化するための措置を講じること。

２．独禁法の審査手続きにおいて事業者の防御権を強化し、適正手続きを保障する措置を講じること。
３．独禁法の課徴金制度の見直しに当たっては、中小企業算定率を維持するとともに、調査協力行為・
調査妨害行為の範囲及び減算率の基準・決定方法をガイドラインに明確に定めるなど、中小企業者
の実態に応じた制度設計を行うこと。

６．中小企業の実態を踏まえた労働・雇用・社会保障対策の推進
１．働き方改革の推進に向けた中小企業への配慮
（１）時間外労働の上限規制等の見直し
時間外労働の上限規制の見直しをはじめとする労働基準法の改正に当たっては、その内容につ
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３．物流対策の強化

いて中小企業への懇切丁寧な周知及び相談体制の整備を図ること。また、月60時間を超える時間
外労働に係る割増賃金率（50％以上）の中小企業への猶予措置は、法施行の３年後に廃止の予定
であるが、その間、国は長時間労働の抑制に向けた中小企業支援を拡充すること。
（２）同一労働同一賃金に関する法令整備
同一労働同一賃金など非正規雇用労働者の処遇改善に当たっては、中小企業に対する関係法令
の改正内容、制度内容の周知及び相談体制に万全を期すとともに、施行時期については、働き方
改革に取り組む中小企業の実態を踏まえ、十分な周知並びに対応期間を設けること。また、同一
労働同一賃金のガイドライン策定に当たっては、中小企業の経営実態を踏まえ、慎重な議論の上
に策定すること。
２．中小企業の人材確保・定着支援の強化
（１）運輸業、建設業、小売業、サービス業など人手不足業界に対する積極的な就労支援策を拡充・
強化すること。
（２）若年者の人材確保・定着支援及び女性・高齢者等の就業支援策を強化すること。
（３）インターンシップに取り組む中小企業への支援策を強化すること。
（４）地方中小企業の人材確保のためＵＩＪターンの促進・支援策を拡充すること。
（５）中小企業が共同で設置する保育施設についての助成・支援策を大幅に拡充すること。
３．地域の中小企業の実情を踏まえた最低賃金の設定
（１）最低賃金の目安額及び地域別最低賃金は、近年、景気や経営の実態とは関係なく高い水準で決
定されているが、その決定方法に当たっては、法の原則及び目安制度を基とし、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検証した上で設定すること。
（２）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を拡充する
こと。
（３）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。
４．雇用保険制度の見直し
（１）雇用保険二事業については、引き続き関係コストの削減をはじめ、各種助成金の給付内容の見
直しを行い、業務全体の改革推進を図ること。
（２）法施行３年後に見直される雇用保険料率については、雇用保険積立金の状況をみて更なる引下
げを検討するとともに、国庫負担については、本則に規定される４分の１へ復帰させること。
５．障害者雇用に対する中小企業支援策等の拡充 積極的な障害者雇用を行う中小企業等に対して、
助成措置や金融・税制での優遇措置等の支援策を強化すること。

６．国等による職業訓練機能の拡充・強化 我が国の労働力人口は急速に減少していくことが見込ま

れる中、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、
そのため、国等は中小企業の従業員に対する能力開発への体系的支援、地域産業を支えるものづく

り等の技能者の育成、中小企業の技術・技能継承への支援、技能検定制度等の拡充を強力に推進す
ること。

７．新たな外国人技能実習制度の円滑な施行
（１）国は、新たな外国人技能実習制度への移行に当たっては、監理団体や実習実施者に新制度の内
容の周知徹底を行うとともに、新制度への円滑な移行への支援策を強化すること。
（２）外国人技能実習機構は、監理団体の許可、技能実習実施計画の認定等が円滑に行われるよう体
制整備を図るとともに、事務手続きの簡素化、迅速化を図ること。
（３）技能実習２号移行対象職種の拡大に当たっては、業界のニーズ等を把握し、必要な支援を講じ
ること。
８．社会保障制度等の見直し
（１）社会保障制度改革に当たっては、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を行わないこと及び協会けんぽへ
の国庫補助率を20％に引き上げるとともに、公費負担の拡充をはじめ高齢者医療制度を抜本的
に見直すこと。
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