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 本決議は、平成２３年１１月１７日（木）、中小企業団体の代表約３，０００

名の参加を得て、愛知県「名古屋国際会議場」において開催いたしました「第６

３回中小企業団体全国大会」で決定したものです。 
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第６３回中小企業団体全国大会決議項目 

～組合の  絆 を活かして～ 

 

 ３月１１日に発生した「東日本大震災」は、広く東日本各地に未曾有の

大被害をもたらした。震災から８カ月が経過したが、沿岸部はいまだ復旧

の初期段階に止まっており、内陸部においても、震災の復興需要が弱く、

地域経済の自律的な回復には至っていない。 

福島県においては、東京電力福島第一原子力発電所の事故が収束せず、

福島はもとより周辺地域への被害が今なお拡大しており、復旧のスタート

ラインにさえも立つことができない状況にある。 

 我が国経済は、震災後の落ち込みから回復する基調にあるものの、急激

な円高や資材・部品価格の高止まりが追い打ちをかけ、震災後の国内需要

の牽引を期待された輸出関連産業に大きな打撃を与え、我が国のものづく

り基盤そのものを大きく揺るがしている。 

急激な円高に加え、国際的に高い法人税率、労働規制、環境制約、経済

連携協定の遅れ、電力供給の制約という「６重苦」によって、日本から海

外への企業移転が加速化するなど我が国産業は、空洞化の危機に直面して

いる。 

 被災地をはじめとする全国各地の中小企業は、事業の再生、事業の存続

に向けて懸命の努力を続けている。政府は、一刻も早く、震災の本格復興

と景気回復を実現し、「中小企業憲章」の基本理念にある「経済やくらし

を支える中小企業」が思う存分に力を発揮できるよう、下記の要望事項に

ついて、その政策の連動性を十分確保し、総合的に施策が実施されること

を強く求める。 

 

記 

 

Ⅰ．東日本大震災からの復旧・復興の加速化 

 

１．津波・地震被害対策、被災中小企業・組合等の復旧支援の拡充 

                （３ページ参照） 

 

２．東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束（６ページ参照） 
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Ⅱ．円高・空洞化対策と国内立地企業への支援の強化 

 

１．円高・産業空洞化対策の迅速な実施（９ページ参照） 

 

２．組合等連携組織対策の強化、中央会への支援の強化 

（12 ページ参照） 

 

３．公正な競争環境の整備、官公需対策の強化（15ページ参照） 

 

４．万全な資金繰り対策の継続及び中小企業金融機能の拡充 

（18 ページ参照） 

 

５．国内産業を活性化させる中小企業関係税制の拡充（21 ページ参照） 

 

６．社会保障制度の見直し（26ページ参照） 

 

７．中小企業の実態を踏まえた労働・教育対策の推進（28ページ参照） 

 

８．商店街等及び中小小売商業の活性化支援の拡充（33 ページ参照） 

 

９．中小流通業・サービス業振興対策の強化（35ページ参照） 
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Ⅰ．東日本大震災からの復旧・復興の加速化 

１．津波・地震被害対策、被災中小企業・組合の復旧支援の拡充 

 

【要望事項】 

１．「中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金（組合施設等補助、グ

ループ補助）」については、震災復旧・復興に取り組む被災組合やグル

ープの立場に立って、手続きの簡素化など柔軟で迅速な運用を行うとと

もに十分な予算措置を講じること。 

２．仮設事務所、仮設工場、仮設店舗の施設整備に係る予算を十分に確保

し、設置後の本格的事業化に向けて組成される組合等連携組織に対する

支援を行うこと。<後掲事例１> 

３．被災地の産業基盤の再生と雇用創出につながる水産加工団地組合、造

船団地組合、ものづくり団地組合、新エネルギー等研究開発組合等の設

立に向けた支援体制の整備を行うこと。〈後掲事例２〉 

４．風評被害等の二次的被害への対応枠の拡充など万全な資金繰り対策及

び新規リースを含めた二重債務の負担軽減策を早急に講じること。 

５．被災離職者の就職を支援し、被災地中小企業の人材確保を図ること。 

６．復興需要については官公需適格組合等地元中小企業に優先発注するこ

と。〈後掲事例３、事例４〉 

７．中小企業団体中央会に対する被災組合等の支援に必要な予算を十分確

保すること。 

 

********************************************************************** 

 

【背景･理由】 

１．「中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金（組合施設等補助、グループ

補助）」の柔軟な財政支援の実施 

甚大な被害を受けた組合や中小企業等グループは、十分な活動ができない

ことに加え、施設の復旧に向けた自己資金の調達など新たな負担が増えてい

る。また、土地利用等の方針の提示が遅れ、市町村の復興計画の策定が進ん

でいないところもあること等から、来年度予算においても十分な財政措置を

講じるべきである。 

なお、早期震災復興の立場に立ち、申請書類の簡素化を図るとともに、補

助金の認定及び実施について、柔軟かつ迅速な対応をするべきである。 
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２．組合等連携組織に対する支援の強化等 

既存組合の復旧に対する支援に加えて、復興を担う新設組合への支援も重

要である。大震災被災地における仮設店舗等は、各自治体との協議の元に着

工が進んでいるが、引き続き十分な予算を確保するとともに、仮設期間が２

年間であるため、本格的事業化のために組成される組合等連携組織に対する

支援を行う必要がある。 

 

３．ものづくり団地組合等の設立に向けた支援体制の整備 

地域経済を立て直していくためには地場産業の再生が必要である。東北地

方の基幹産業である水産業を再生するためには、漁業と加工・物流までの一

体的な施設を集団化した水産加工団地、最新のドックを併設する造船団地、

居住地区の働く場となるものづくり団地、再生可能エネルギーや先端医療等

の技術研究開発団地等の設立に向けた支援が必要である。これらの組合等の

設立には、地域づくりの観点が重要となることから、広域診断等高度化診断

を担う人材育成など支援体制の整備を図る必要がある。 

 

４．資金繰り対策の拡充及び二重債務負担の軽減 

資金繰り対策は、今後の復興需要や二次的被害への対応を見据え、万全な

資金繰り対策を図る必要がある。また、早急に再起の意欲ある事業者が、震

災前と同様に事業を営めるよう、リース債務を含む債権買取の早期実施、事

業再開から経営状況が回復するまでの一定期間の新規リース料の減免など二

重債務負担の軽減措置を講じる必要がある。 

 

５．被災離職者の就職支援と被災地中小企業の人材確保 

地元への就職希望が多い中、離職者の再就職が進んでいない現状を踏まえ

ると、被災離職者の就職支援をさらに強化し、被災地で事業を再開する中小

企業の人材確保を図る必要がある。 

 

６．官公需適格組合等地元中小企業への優先発注等  

震災時において、電気工事、水道工事、石油製品販売等の官公需適格組合

等は、自治体との防災協定により、献身的な復旧支援活動を行った。しかる

に、国等が調達する物資を責任を持って提供できる官公需適格組合は、防災

用の予備在庫等の負担を抱えながら低価格競争に巻き込まれ、官公需契約が

受注できない状況にある。復興需要については、災害による市場変化を十分

踏まえて積算した適正価格を設定し、官公需適格組合など地元中小企業に優

先発注すべきである。 
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７．被災地支援を行う中小企業団体中央会の予算の拡大 

震災の復旧・復興に伴い、中小企業団体中央会に新たな支援業務が増えて

いる。国は、交付金を活用するなどによって中央会が取り組む災害復旧・復

興支援について必要となる予算を十分確保するべきである。 
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２．東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束 

 

【要望事項】 

１．東京電力福島第一原子力発電所の事故の早期収束を図ること。 

２．早期に徹底的な放射性物質の除染対策を行うこと。 

３．情報の公開を徹底し、買い控えや風評被害をこれ以上拡大させない 

 こと。 

４．中小企業の立場に立って原子力損害賠償を速やかに行うこと。 

 

********************************************************************** 

 

【背景･理由】 

１．原発事故の早期収束 

国は、福島県民が東京電力福島第一原子力発電所の事故による困難を乗り

越え、将来に向けて希望を持つことができるよう、一刻も早く事故の収束を

図るべきである。 

 

２．除染対策の徹底 

国は、原発事故の早期収束と最終的な安全宣言に向けて、全力を傾注して

あらゆる支援をする必要がある。特に、大気・水・土壌・農地・森林などの

放射性物質の除染及び汚染されたがれきや土壌などの最終処分などについて

は、具体的な方針を示し、迅速かつ着実に進め、福島の安全・安心を早急に

取り戻すべきである。さらに、除染については、ロードマップを作成し、国

の責任のもとに着実に実行するべきである。 

 

３．買い控え、風評被害の拡大防止 

原発事故の長期化は、直接的な避難等を余儀なくされた地域だけでなく、

風評によりその影響は全国そして海外まで及んでおり、福島県下及び周辺地

域等の中小企業の存続を脅かしている。 

放射能汚染を敬遠する買い控えの拡大や観光業等に対する風評被害に関し、

国、県は正確な情報を国内外にきめ細かく発信し続け、風評被害がこれ以上

拡がらないよう十分な検査体制を敷き、安全性を担保しつつ風評の払しょく

に努める必要がある。 
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４．原子力損害賠償の早期支払いの実施 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う賠償については、原子力損害

賠償支援機構法の成立、避難対象区域内の事業者への支払実施（仮払いを含

む）等徐々に開始されている。 

しかし、観光業における風評被害をはじめ、間接被害に対しては、補償の

対象になることについては決定されたものの、実際に支払いが行われるまで

には相当の時間を要している。 

原発事故の直接被害のみならず風評、間接被害に苦しむ中小企業の立場に

立って、早期に十分な補償金を支払うべきである。 
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組合を活用した復興事例 

 

 

<事例１> 

津波で壊滅的な被害を受けた岩手県宮古市田老地区では、グリーンピア三陸

みやこ敷地内に中小企業基盤整備機構が整備した仮設店舗に入居する商店主が

集まり、「たろちゃん協同組合」を設立した（８月１９日設立登記）。大型テン

ト２張りの仮設店舗（たろちゃんテント）を核として小売店等２５店舗が組織

化し、岩手県中小企業団体中央会等関係機関のサポートを得ながら設立された。 

 また、大船渡市では、地場産業である農林漁業の復旧に従事する１２名が集 

い、「林農海支援事業まほろば企業組合」を設立した。造林・育林、農産物の栽 

培・販売、農作業の受託、水産物の採取・販売を実施している（９月２２日認 

可）。 

 

<事例２> 

 宮城県の南三陸町では、宮城県中小企業団体中央会等の支援により、水産加

工業者１０社が「南三陸冷凍水産物協同組合」を設立した。津波による激甚な

被害で各事業所とも冷凍倉庫等の９割以上を失ったが、冷蔵庫を設置して、共

同保管事業を実施。製氷機を設備して、氷の販売も実施している。 

 

<事例３> 

 各地自治体と防災協定を締結している石油商業組合では、自家発電、手回し 

ポンプ、貯水設備を導入している。また、災害時の帰宅困難者への支援、緊急 

車両への優先・安定供給等を行っている。 

 

<事例４> 

福島県中小企業団体中央会では、放射性物質の除去事業者（建設業者、産業

廃棄物処理業者、ビルメンテナンス業者等）による「福島県放射性物質除去協

同組合」の設立支援を行った（９月１３日設立登記）。放射性物質の測定業務を

共同受注し、県下の放射性物質の除去に取り組む。 



- 9 - 

 

Ⅱ．円高・空洞化対策と国内立地企業への支援の強化 

１．円高・産業空洞化対策の迅速な実施 

 

【要望事項】 

１．国内生産拠点向け設備投資への支援等を大幅に強化すること。 

２．円高の影響を受けた中小企業に対して、資金繰り対策、ＩＴ活用等に

よる新たな販路開拓の支援、円高を利用した原材料備蓄や海外展開等の

支援を強化すること。 

３．原子力発電の安全性と地元住民の理解を前提に、適切な点検を終えた

原子力発電については再稼働に取り組み、電力の安定供給と電気料金の

抑制を図ること。 

４．サプライチェーンを担うものづくり中小企業等に対して、新技術・新

商品開発、人材育成・確保、ＢＣＰ策定等に対する支援を拡充すること。 

５．クラウド・コンピューティングの活用をはじめ中小企業のＩＴ化を強

力に支援すること。 

６．自家発電・新エネ・省エネ機器の導入等に対する支援を拡充すること。 

７．中小企業の活性化が図られるよう、ＦＴＡ、ＥＰＡやＴＰＰなどの経

済連携を推進すること。 

８．行き過ぎた円高を是正するため、為替介入などのあらゆる手段を講じ

ること。 

 

********************************************************************** 

 

【背景・理由】 

１．国内生産拠点向け設備投資への支援 

円高の進展等により、大企業の生産拠点の海外移転は加速化し、中小企業の

受注量が尐なくなるなど国内産業の空洞化が進行している。このため、大企業

や中小企業等の投資を国内につなぎ止めるための立地補助金を大幅に拡充す

るべきである。 

また、研究開発拠点や高付加価値の製造拠点などの海外からの投資を促す支

援も併せて講じる必要がある。 

 

２．円高の影響を受けた中小企業への支援 

円高に苦しむ中小企業の資金繰りを支援するため、公的融資や信用保証を拡
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充する必要がある。また、中小企業のＩＴ等を活用した海外市場の新規開拓の

支援を行う必要がある。さらに、円高メリットを利用した海外販売拠点の設置、

高騰している原材料価格の安定化に向けた備蓄等、海外展開を行う中小企業の

資本力強化、現地での運転資金の資金繰り支援を推進するべきである。 

 

３．電力の安定供給と適正価格の確保 

原子力発電所の事故をきっかけに、点検に入った原子力発電所の再稼働が

困難になっている。日本は国内産業の空洞化の瀬戸際にあるが、電力の安定

供給と適正価格を確保しないと、企業の海外流出がさらに深刻化していくこ

とから、適切な点検を終えた原子力発電所は、地元住民の理解のもと再稼働

する必要がある。 

また、国は、早急に今後の我が国のエネルギー・環境政策のあり方と税を

含めた負担の全体像を明確に示し、長期的には、太陽光、風力、バイオマス

などの再生可能エネルギー等の技術開発を通じて原子力発電への依存度を低

下させる必要がある。 

 

４．ものづくり中小企業への支援 

国内のものづくり中小企業は、サプライチェーンを担う要である。国内もの

づくり産業の維持・強化を図り、産業の空洞化を防ぐため、ものづくり中小企

業が行う新技術や新商品開発、次世代への技能伝承等の人材育成・確保、災害

時の記録や相互委託生産を推進するＢＣＰ（事業継続計画）の策定などに対す

る支援を強化する必要がある。とりわけ小規模事業者の活性化に向けた支援を

強化すべきである。 

 

５．ＩＴ化支援 

ＩＴは中小企業の生産性向上や経営の高度化を図るために有効であるが、そ

の利活用において中小企業と大企業との格差は拡大している。中小企業のＩＴ

化を促進するためには、クラウド・コンピューティングの活用をはじめ、ハー

ド（情報機器導入資金補助等）とソフト（情報システム担当者等人材育成やシ

ステム開発支援等）の両面にわたって強力に支援する必要がある。 

 

６．省エネ・新エネ機器導入等の支援 

安定的に電力を確保するため、中小企業が行う自家発電・蓄電池、省エネ機

器への設備投資、設備工事等の人材養成などに対する支援を強化する必要があ

る。また、再生可能エネルギーを利用した発電設備の導入の支援を行う必要が

ある。 
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７．経済連携の推進 

韓国をはじめとして、海外との経済連携戦略を進めている国の企業は、輸出

競争力を高めており、日本企業は国際市場で不利な立場となっている。我が国

中小企業が海外への販路開拓を行うための環境をつくるため、需要の拡大が見

込まれるアジア諸国や新興国、ＥＵなどの大市場国との間の「自由貿易協定」

（ＦＴＡ）、「経済連携協定」（ＥＰＡ）を推進する必要がある。 

  また、環太平洋地域内の貿易自由化を図る経済連携協定である「環太平洋

パートナーシップ協定」（ＴＰＰ）への参加が遅れることによって、大企業

の海外移転が進み、産業の空洞化が加速するおそれがあるので、諸課題の解

決に努めつつ、中小企業にとって意義のあるＴＰＰへの参加に向けた検討を

加速する必要がある。 

 

８．円高の是正 

円相場は１０月２１日のニューヨーク外国為替市場で、１ドル７５円７８銭

に急騰し、８月１９日に付けた７５円９５銭の戦後最高値を約２カ月ぶりに更

新し、さらに、１０月３１日のオセアニア外国為替市場で一時７５円３２銭の

戦後最高値となるなど、歴史的な円高が続いている。 

政府・日銀は、国内外で政策協調を推進し、行き過ぎた円高を是正するため、

為替介入や金融緩和の強化などのあらゆる手段を迅速かつ強固に講じる必要

がある。 
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２．組合等連携組織対策の強化、中央会への支援の強化 

 

【要望事項】 

１．異分野の組合同士の連携による新たな市場開拓や技術開発への取組み

に対する支援を強化すること。 

２．産地組合・ものづくり組合等中小企業組合における海外の市場・販路

開拓に対する支援を強化すること。 

３．ものづくり中小企業が取り組む人材育成・確保対策を推進すること。 

４．農商工連携等に関する人材育成への支援を強化すること。 

５．企業組合による働く場の創出に対する支援を強化すること。 

６．地域中小企業の若手人材確保・定着支援を拡充すること。 

７．国及び都道府県は、中小企業団体中央会が中小企業等協同組合法に規

定する各種事業を円滑に実施できるよう十分な予算措置を講じること。  

 

********************************************************************** 

 

【背景･理由】 

１．異分野の組合同士による新たな取組みへの支援の強化 

中小企業の新事業開発、新技術開発、新市場開拓等のイノベーションを推進

していくためには、異業種連携や異なった業態による組合間連携による取組み

が効果的である。こうした取組みを行う組合に対する助成措置を強化する必要

がある。 

 

２．海外の市場・販路開拓に対する支援の強化 

中小企業により構成されている多くの産地・地場産業の製品は、海外市場か

ら、日本文化に裏打ちされた高品質な製品として評価されている。 

産地組合等が中心となって実施する海外市場展開活動に対して支援を行う

ことによって、総合的・横断的な海外展開を円滑に進めていく必要がある。 

また、ものづくり中小企業の発展のためには成長著しいアジア等の市場を開

拓することが急務である。 

 

３．ものづくり中小企業の人材育成・確保対策に対する支援 

日本の国際競争力を支えているのは、多くのものづくり中小企業の技術力

と信頼性の高さにある。しかし、個々の中小企業では、費用や講師、設備等

の制約により有効な研修が実施し得ない状況にあり、ものづくり中小企業の
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次世代の人材養成は喫緊の課題となっている。 

そのため、組合等連携組織などを通じて、ものづくり人材を育成する支援

事業を継続して実施する必要がある。 

 

４．農商工連携等に関する人材育成に対する支援 

地域経済を復興させるに当たって、地域の中核をなす農林漁業者と中小事

業者の連携という、いわゆる「農商工連携」のスキームは有効に機能するも

のと考えられる。戦略的に農商工連携を展開する核となる人材を育成確保す

ることを目的とした事業を継続して実施する必要がある。 

 

５．企業組合による創業の支援 

近年、尐子高齢化やまちづくり、環境保護などの様々な地域的・社会的課題

をビジネスの手法をもちいて解決しようとするコミュニティビジネスやソー

シャルビジネスに対する期待が増している。 

こうした活動を担い、地域における働く場を確保するため有効となるのが企

業組合である。このような機能を有する企業組合のスタートアップを促進する

ため、企業組合の資本等の充実、法人税等の減免を図る支援などを行う必要が

ある。 

 

６．地域中小企業等の人材確保・定着に対する支援 

中小企業等は、①採用活動や従業員教育に資金や人手をかけられない、②単

独では大学等と恒常的な関係を築くのが困難、③自社の魅力が上手く若手人材

に伝えられないなどにより、若手人材確保・育成が困難な状況にある。 

また、若者の離職率の高さが、中小企業等において採用に要するコストや人

手をかけることを躊躇させる要因の一つになっている。 

そこで、地域の中小企業等の人材確保及び定着を図るため、中小企業団体中

央会・組合が、教育機関等との連携により、大学等と学生の日常的な関係づく

り、豊富な企業情報を活かしたマッチング、地域全体での人材育成・定着の促

進事業等に取り組むことが必要である。 

 

７．中小企業連携組織対策予算の拡充 

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。しかしながら、中央

会の事業活動の根幹となる中小企業連携組織対策事業予算について、三位一

体改革による税源移譲により、その予算に関わる都道府県向けの国庫補助金

が廃止され、平成１８年より全て都道府県の裁量に委ねられている。このた
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め、都道府県中央会に対する予算措置に温度差が生じている。とりわけ、平

成２３年度の一部中央会に対する連携組織化対策事業補助金が全廃されるな

ど、全国的・一体的に推進することが効果的な連携対策の円滑な推進に支障

を来している。 

中央会が、中小企業等協同組合法に規定された事業を毎年度確実に遂行し、

組合等連携組織を通じた中小企業振興を継続して実効あるものにするために

も、国及び都道府県は、組合等連携組織を通じて中小企業の活性化に取り組

んでいる中央会の事業費及び人件費について、十分な予算措置を講じるべき

である。 
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３．公正な競争環境の整備、官公需対策の強化 

 

【要望事項】 

１．優越的地位の濫用や不当廉売など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。 

２．差別対価に関する運用指針を早急に作成し厳正に適用するとともに、

大手スーパー・量販店の巨大化を踏まえた適正な競争ルールを確立する

こと。 

３．不公正取引の影響が顕著な業種について、新たに不当廉売や優越的地

位の濫用等に関する業種別ガイドラインを作成すること。 

４．取引の適正化及び下請事業者の自立化に向けた相談体制の強化を行う

こと。 

５．国等は、「中小企業者に関する国等の契約の方針」で示した中小企業

向け官公需発注目標金額及び目標割合を上回る契約実績を確保すると

ともに平成２４年度の契約金額を大幅に増額すること。 

６．官公需適格組合制度を推進し、官公需適格組合の受注機会の増大を図

ること。公共調達手法の多様化を図る場合には、中小企業者の事業環境

に悪影響が生じることのないよう特段の配慮を行うこと。 

７．公共調達にあたっては、採算性を度外視した低価格入札が行われるこ

とがないようにすること。地域の建設、設置工事等については、分離・

分割発注が行わるよう努めるとともに一括調達を行う場合には、適切な

調達品目の分類化を行い、地域中小企業が十分対応できるよう配慮する

こと。 

 

********************************************************************** 

  

【背景・理由】 

１．優越的地位の濫用・不当廉売等への対処 

平成２１年１１月、公正取引委員会に「優越的地位濫用事件タスクフォース」

が設置されて以降、優越的地位の濫用行為に係る「注意」件数は増加している

ものの、量販店などによる不当な返品や値引き要請などの不当行為はあとを絶

たない。中小企業に不当な不利益を与える優越的地位の濫用や不当廉売は、「注

意」を受けたにもかかわらず、同じ事業者によって繰り返されることも多いこ

とから、「注意」に該当する行為を繰り返す場合は、より重い処分を行うなど

一層積極的に対処する必要がある。 
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２．差別対価に関する運用指針の作成 

改正独占禁止法により課徴金の対象となった行為類型の中で、「差別対価」

については未だ運用指針が示されていないため、早急に作成し厳正に適用する

必要がある。 

また、家電製品については「中小小売店の仕入価格」より「量販店の販売価

格」の方が安くなっていたり、石油製品については「系列販売店の仕入価格」

より「無印販売店の販売価格」の方が極端に安くなっているような状況が見ら

れる。このような事態は中小小売店の存在自体を脅かすものであり、取引数量

の違いなどコスト差に基づく対価の違いとして片付けることはできない。 

このため、巨大化する大手スーパー・量販店の価格政策が中小小売店の存在

を脅かすことのないよう、建値（標準卸売価格）やリベートのあり方を含めて

適正な競争ルールを確立する必要がある。 

 

３．公正な競争を確保する業種別ガイドラインの作成 

業種ごとの取引実態を踏まえた「不当廉売、差別対価等への対応について」

の業種別ガイドラインは、不公正な取引方法に該当する場合を明示しており、

違反行為の抑止効果をもっている。特に、不公正な取引による影響が顕著に見

られる「醤油、味噌、豆腐等の日配品製造」、「米穀卸売」、「牛乳販売」などの

業種については新たにガイドラインを作成する必要がある。 

  さらに、「醤油、味噌、豆腐等の日配品製造」、「米穀卸売」などの優越的地

位の濫用が著しい業種については、新たに「優越的地位の濫用」の業種別ガ

イドラインを作成し、公正な競争を確保する必要がある。 

 

４．下請取引の適正化及び相談体制の強化 

円高等により下請事業者の経営が深刻化している。円高メリットの還元と称

し一方的な値下げの強要などが起こらないよう円高関連の取引の適正化に向

けた監視の強化が必要である。 

また、下請事業者の自立化に向けて、研究機関、大企業、海外の営業拠点・

大学等との新たな連携を通じて、従来と異なる取引関係を構築していくことが

重要である。下請取引の適正化に加えて、下請事業者の自立化に向けた助言を

行う相談体制を強化する必要がある。 

 

５．中小企業向け契約金額の大幅増額 

国等は、平成２３年度における国等の契約のうち、官公需予算総額に占める

中小企業者向け契約の目標金額を約３兆７，９１５億円、目標比率を５６．２％
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とすることを閣議決定した。国等は、震災の復旧・復興に向けて、その目標を

超えるよう取り組む必要がある。 

また、地域の雇用情勢にかんがみ、公共調達における中小企業の活用を重視

し、官公需に占める中小企業者向け契約金額を大幅に増やす必要がある。 

 

６．官公需適格組合の受注機会の増大 

官公需適格組合は、官公需の共同受注体制が整備されていることを中小企

業庁が証明している組合であることから、法令で認められている随意契約制

度を積極的に活用するなどにより、官公需適格組合の受注機会の増大を図る

必要がある。 

  官公需適格組合の入札参加資格の登録に当たって、国においては、組合員

の実績を合算して組合実績とする「総合点数算定特例制度」が採用されてい

るが、地方公共団体においても同様の制度の導入を推進し、受注機会の増大

を図る必要がある。 

また、物品や資材の政府調達に際し、インターネット上で何度も入札でき 

る「競り下げ方式」（リバースオークション）など新たな調達・契約手法の

多様化を図る場合には、中小企業者の事業環境に悪影響が生じることのない

よう特段の配慮を行うべきである。 

 

７．公共調達における公正な競争の確保 

官公庁の入札に際して、人件費率が高い役務契約をはじめとして、著しい

低価格による落札が行われている。採算性を度外視した低価格入札は「不当

廉売」とも言えるものであり、低入札価格調査制度の積極的かつ適切な運用

によって改善する必要がある。また、地域の建設、設備工事等については、

極力分離・分割して発注が行わるよう一層努める必要がある。さらに、一括

調達を行う場合には、適切な調達品目の分類化を行い、地域中小企業が十分

対応できるよう適正な納期・工期の設定等に配慮する必要がある。 
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４．万全な資金繰り対策の継続及び中小企業金融機能の拡充 

 

【要望事項】 

１．万全な資金繰り対策の継続 

（１）東日本大震災復興特別貸付・緊急保証をはじめとする震災関係の中

小企業金融支援施策を平成２４年度においても利用できるよう予算

措置を講じ、取扱期限を延長すること。 

（２）資金繰り対策をはじめ震災復興支援策が被災地に加えて被災地以外

にも支援対象を拡大すること。 

（３）セーフティネット保証の認定要件の拡大、取扱期限を延長すること。 

（４）中小企業金融円滑化法をさらに１年間延長すること。 

（５）セーフティネット貸付けの取扱期限を延長すること。 

 

２．中小企業金融機能の拡充 

（１）公的金融機関である商工中金や日本政策金融公庫の役割、機能が引

き続き発揮されるよう十分な措置を講じること。 

（２）中小企業倒産防止共済金の貸付を受けた者について、貸付時に共済

金額の１０分の１を控除することになる貸付制度を見直し、共済加入

者の負担を軽減すること。 

（３）不動産担保や人的保証に過度に依存しない融資慣行をより一層、普

及・推進すること。 

（４）信用組合等協同組織金融機関に適用されている税制上の貸倒引当金

の割増特例措置について恒久化すること。 

（５）ゆうちょ銀行のあり方については、協同組織金融機関の現場や中小

企業の金融の円滑化に無用の混乱を来たさぬよう十分な配慮と必要

な措置を講じること。 

 

********************************************************************** 

 

【背景・理由】 

１．資金繰り対策の継続 

（１）東日本大震災復興特別貸付、緊急保証の延長 

震災被害対策として特別貸付制度、緊急保証が創設され、中小企業の資金

繰り対策について商工中金等が支援措置を講じているところであるが、復興

には相当の時間を要することから、来年度以降もそれら支援策の取扱いを継
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続する必要がある。 

（２）被災地以外の震災支援策の拡大 

被災地以外の地域でも消費の低迷、観光・イベントの自粛、放射能の風評

被害など厳しい経営を余儀なくされている中小企業も尐なくない。資金繰り

対策の要件は被災地以外にも拡大するべきである。 

（３）セーフティネット保証の要件拡充、期限延長 

保証協会のセーフティネット保証は、中小企業をサポートするための政策

の柱として最も重要なものの１つである。情勢に応じ要件の拡充（保証枠及

び無担保保証枠、融資枠、対象業種の拡大）、さらには保証料率や貸付金利

の引き下げ、取扱いの期限延長を行うなどＨ２４年度においても安定的な資

金繰り対策を講じる必要がある。 

（４）中小企業金融円滑化法の期限延長 

中小企業金融円滑化法が施行され、金融機関は中小企業の条件変更に対し

コンサルティング機能を発揮しつつ経営支援を行うこととなった。しかしな

がら、震災の影響、円高等により依然中小企業者の資金繰りが厳しい状況が

続いていることから、円滑化法の期限をさらに１年間延長する必要がある。 

（５)セーフティネット貸付の取扱期限延長 

景気が持続的かつ安定的と確認できるまでは、震災特別貸付と同様、日本

政策金融公庫が取り扱っている｢セーフティネット貸付｣についても取扱期

限の延長が必要である。 

 

２．中小企業金融機能の拡大 

（１）公的金融機関等の機能の維持・強化 

商工中金が中小企業に対する危機対応業務を担う指定金融機関として、そ

の役割や公的金融機関としての機能を引き続き発揮できるよう十分な措置

を講じる必要がある。商工中金の完全民営化は、平成２７年４月から概ね５

年後から７年後をめどに延期されたが、引き続き柔軟な融資姿勢が可能とな

るよう機能の維持・強化を講じる必要がある。 

   また、日本政策金融公庫は、中小企業金融にかかわる公的金融機関とし

て、今般の東日本大震災においても復興特別貸付等迅速に対応し中小企業

にとって頼りになる重要な金融機関である。引き続き政策金融及びセーフ

ティネット面で重要な役割を果たせるよう機能を維持・強化する必要があ

る。 

（２）倒産防止共済の貸付制度の見直し 

中小企業倒産防止共済制度の貸付を受けた際に、共済金貸付額の１０分の

１に相当する額が掛金総額から権利消滅する。１０％分の消滅は、現在の金
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利情勢と大幅に乖離している。加入者の負担を軽減する観点から、見直すべ

きである。 

（３）不動産担保や人的保証に過度に依存しない融資慣行の普及 

流動資産担保融資保証制度（ＡＢＬ）、売掛債権担保融資等、不動産担保

や人的保証に過度に依存しない融資形態は構築されているものの、さらなる

普及・推進に向けた取組みを行うべきである。 

また、第三者保証についても、金融庁が「中小・地域金融機関向けの総合

的な監督指針」を発表し、原則求めることはしないと明記しているが、実効

を図るべきである。 

（４）協同組織金融機関に適用される貸倒引当金の割増特例措置の恒久化 

信用組合をはじめとする協同組織金融機関は、相互扶助の理念の下、地域

中小企業の要請に積極的に応えられるように、経営体質の強化、信用基盤の

確立についても全面的に支援を行うことが必要である。円滑な資金供給を確

保するためにも、協同組織金融機関に適用されている税制上の貸倒引当金の

割増特例措置について恒久化することが必要である。 

（５）ゆうちょ銀行のあり方 

実質的に政府の関与が続くゆうちょ銀行の預入限度額の引上げや貸出業

務への進出等業務範囲の拡大は、地域金融において競合関係にある信用組合

をはじめとする地域金融機関にとって大きな脅威となる。ゆうちょ銀行のあ

り方については、協同組織金融機関の現場や中小企業の金融の円滑化に無用

の混乱を来たさぬよう十分な配慮と必要な措置を講じる必要がある。とりわ

け、被災地の信用組合については、特段の配慮と十分な支援を行う必要があ

る。 
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５．国内産業を活性化させる中小企業関係税制の拡充 

 

【要望事項】 

１．社会保障と税の一体改革に伴う消費税の引上げについては、中小企業

の納得と理解を得ながら慎重に検討すること。 

２．中小法人及び中小企業組合の法人税の軽減税率を１１％以下に引き下

げ、適用所得金額を撤廃すること。 

３．年度末に期限が到来する軽油引取税の免税措置を延長すること。 

４．個人事業者の所得税の負担軽減を図ること。 

５．立地競争力の強化を図る税制措置を拡充すること。 

６．中小企業の欠損金の繰戻還付期間を前３年に拡充し延長すること。ま

た、欠損金の繰越控除期間を無期限化すること。 

７．中小企業の海外展開を支援する税制措置を拡充すること。 

８．環境・新エネルギーへの取組みを促進する税制を強化すること。 

９．印紙税を廃止すること。 

10．中小企業の円滑な事業承継に資する資産課税の見直し等を行うこと。 

11．利子税、延滞税に係る負担軽減を図ること。 

12．団地組合の組合員の倒産等により、団地内不動産を一時取得する場合

の登録免許税及び不動産取得税について減免措置を講じること。 

13．風評被害にあって売上が著しく減尐している旅館・ホテル等の固定資

産税の減免を行うこと。 

14．寄附金制度の拡充を図り、震災復旧、復興等のための寄附金の控除対

象団体に中小企業団体中央会及び組合を認めること。 

15．次の租税特別措置の拡充・延長・恒久化を図ること。 

（１）中小企業投資促進税制について、適用対象資産を拡大するとともに、

恒久化すること。 

（２）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）を恒久化すること。 

（３）中小法人における交際費課税の特例を拡充・延長すること。 

（４）尐額減価償却資産の取得価額の損金算入制度を拡充・恒久化するこ

と。 

（５）特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

を恒久化すること。 

（６）公害防止用設備の特例措置を延長すること。 
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（７）企業立地促進税制を延長すること。 

（８）事業再生に係る不動産取得税及び登録免許税の軽減措置を延長する

こと。 

（９）商工中金の抵当権設定登記に係る登録免許税、事業税の軽減措置を

延長すること。 

 

********************************************************************** 

 

【背景・理由】 

１．社会保障と税の一体改革に伴う消費税 

社会保障制度の持続可能性を担保するために、消費税の引上げに向けて検討

することは容認できるが、消費税の引上げは、デフレが続く我が国経済におい

て個人消費の冷え込みを増幅し、増税分の価格転嫁が困難な下請企業、小売業

等を中心に中小企業に負担を強いることから、引上げの時期・税率、事務負担

等の条件について、中小企業の意見を十分反映して検討するべきである。 

 

２．中小法人・中小企業組合の軽減税率 

中小法人・中小企業組合の法人税の軽減税率を国際的な水準である１１％以

下に引き下げ、さらに適用所得金額を撤廃し、中小企業組合の負担を軽減する

ことによって、企業集積・産業集積の維持を図る必要がある。 

 

３．軽油引取税の免税措置 

免税措置の対象となっている業種の生産・製造工程等において、軽油はフォ

ークリフトなどの動力機械の燃料として幅広く使われている。 

軽油引取にかかる課税免税措置が期限切れによって廃止された場合、多岐に

わたる中小企業の経営に多大な影響をもたらし、製品等の安定供給に支障をき

たすことから、同免税措置を延長することが必要である。 

 

４．個人事業者の所得税軽減 

中小法人の軽減税率の引下げに合わせて、個人事業者の負担を軽減するため、

所得税を軽減するべきである。 

 

５．立地競争力強化を図る税制 

円高の進展に伴い、国内産業における国際的な立地競争力を強化する必要が

ある。特に、国内に留まる中小企業を支援するため、固定資産税、都市計画税、

法人事業税・法人住民税の軽減措置を講じるべきである。 
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また、国内の新規投資を促進するため、償却資産に対する固定資産税の軽減

を図る必要がある。 

 

６．欠損金の繰戻還付及び繰越控除 

本来、所得と欠損は通算するべきものであることから、中小企業の欠損金の

繰戻し還付期間を前３年に拡充する必要がある。また、欠損金の繰越控除期間

は現在７年間の繰越しが可能となっているが、これを無期限化するべきである。 

 

７．海外展開を支援する税制 

人口減尐に伴う国内市場の縮小、震災からの復興に対応するため、中小企業

の輸出等の海外展開を推進し、アジア諸国の活力を取り込んで成長していくこ

とが必要である。海外市場の販路開拓に係る費用等の税額控除措置の創設、中

小企業における外国子会社からの受取配当金を全額益金不算入とするなどの

税制措置が必要である。 

 

８．省エネルギー・新エネルギーを促進する税制 

電力不足問題が長期化する中、省エネルギー・新エネルギーに係る研究開発、

再生可能エネルギー発電設備等の投資に対して大胆な促進支援税制を創設す

るべきである。特に、再生可能エネルギーの全量買取制度の導入に際しては、

最大限に導入の効果を高めるための税制措置を講じる必要がある。 

 

９．印紙税の廃止 

電子商取引が増加する中で、課税文書の判断が難しいこと、一取引について

何重にも課税されること等の問題があることから、印紙税は廃止すべきである。 

 

10．事業承継にかかる資産課税の見直し等 

中小企業の事業継続のための資産に対する相続税・贈与税の非課税枠の大幅

拡充による生前の再分配機能の拡大など円滑な事業承継に向けて、資産課税の

抜本的な見直しを行うべきである。 

また、中小企業の事業承継税制については、適用要件を緩和する必要がある。 

 

11．利子税、延滞税に係る負担軽減 

利子税、延滞税は昨今の低金利に鑑み余りに高利率であるため、利率を軽減

するべきである。また、延滞税の軽減割合の適用期間（２カ月）は拡大するべ

きである。 
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12．団地組合の団地内不動産の一時取得に係る登録免許税等の減免措置 

団地組合の組合員の倒産等により、組合が団地内不動産を一時取得する場

合の登録免許税及び不動産取得税については、団地としての機能を一時的に

保持するために行うものであることから、減免措置を講じるべきである。 

 

13．風評被害による旅館・ホテル等の固定資産税の減免 

風評被害により、旅館・ホテル等の売上は激減しており、固定資産を維持す

ることにも困難な状況にあることから、減免措置を講じる必要がある。 

 

14．寄附金制度の拡充 

この度の震災において中小企業団体中央会に対し、組合に加入する中小企

業から被災地の中小企業の震災復旧・事業再建のために多くの義援金が寄せ

られた。組合の復旧、復興を支援する中央会及び組合に対して、寄附金控除

対象団体の適用を認めるべきである。 

 

15．租税特別措置の拡充・延長・恒久化 

国内産業の空洞化を回避するために、中小企業の設備投資等の促進等、とり

わけ次の（１）以下の取組みを税制面から支援していく必要がある。 

（１）中小企業投資促進税制の拡充・恒久化 

   中小企業投資促進税制は、機械・設備投資やＩＴ投資等幅広い設備を対

象としているが、空洞化対策、震災対策の観点から、中古設備や検査機器

等の対象資産をさらに拡充し、恒久化するべきである。 

（２）中小企業等の貸倒引当金の特例の恒久化 

   経営基盤の脆弱な組合の取引先の倒産は、組合員の経営に甚大な影響を

及ぼすことから、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）は恒久化する必要がある。 

（３）交際費課税の特例の拡充・延長 

   現行の交際費課税の特例は、６００万円以下の９０％の損金算入となっ

ている。中小企業は、取引先との関係を維持するための交際費は必要な費

用であることから、事業活動に必要となる交際費は、全額損金算入すると

ともに適用期限を延長するべきである。 

（４）尐額減価償却資産の特例の恒久化等 

   中小企業が３０万円未満の償却資産を取得した場合の損金算入特例措置

は、中小企業の事務負担軽減のためによく活用されていることから、恒久

化を図るとともに、固定資産税の尐額償却資産についても同様に免除措置

を講じる必要がある。 
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（５）特定事業用資産の買換え特例の恒久化 

   特定事業用資産の買換え等の特例措置は、中小企業の新規投資を後押し

するものであることから、恒久化する必要がある。 

（６）公害防止用設備の特例の延長 

   中小企業が、年々強化される環境規制に適切に対応できるよう、中小企

業者の公害防止用設備投資に係る特例措置を２年間延長する必要がある。 

（７）企業立地促進税制の延長 

   企業立地促進税制は、今年度末で適用期限が到来することから、産業の

集積化による地域経済の活性化を図るため、延長する必要がある。 

（８）事業再生支援税制の延長 

   地域の雇用確保の観点から、中小企業の再生・継続の取組みを支援して

いくべきであり、産活法の中小企業承継事業再生計画に基づき、「第二会

社方式」を活用し事業再生を図る場合の会社分割又は事業譲渡における登

録免許税、事業譲渡における不動産取得税を軽減する措置の延長を図るべ

きである。 

（９）商工中金への税制措置の延長 

   中小企業及び中小企業組合にとって商工中金の果たす役割は非常に大き

いものがある。商工中金の抵当権設定登記に係る登録免許税及び事業税の

軽減措置は延長する必要がある。 



- 26 - 

 

６．社会保障制度の見直し 

 

【要望事項】 

１．社会保障制度の見直し 

（１）社会保障制度の見直しに当たっては、中小企業の経営実態や意見を踏ま

え、過度な事業主負担とならないよう配慮すること。 

（２）厚生年金・健康保険の保険料の安易な引上げは行わないこと。 

（３）厚生年金・健康保険の適用対象の範囲拡大については、短時間労働者の

雇用への影響等を踏まえて慎重に検討すること。 

（４）全国健康保険協会（協会けんぽ）管掌健康保険の国庫補助率を上限であ

る２０％まで引き上げること。 

２．適格退職年金制度の契約者を円滑に移換させるため、特定退職年金制度を

移換先として認め、早急な法的整備を図り適格退職年金制度からの非課税移

換を実現すること。 

 

********************************************************************** 

 

【背景・理由】 

１．社会保障制度の見直し 

（１）社会保障制度改革に当たっての中小企業への配慮 

   社会保障制度は、国全体として考えなければならない大きな問題であり、

医療・介護及び年金の各分野の充実を図る一方で、負担増大を抑制するた

め、重点化・効率化・経費削減等を行う必要がある。 

政府では、社会保障の安定財源確保を図る見地から消費税の引上げによる

税制抜本改革の実施と併せ、社会保障制度改革を実施することとしているが、   

社会保障制度改革とそれに伴う税制改革については、中小企業の経営実態や

意見を踏まえ、過度な事業主負担とならないように、その内容、開始時期等

について十分に配慮することが必要である。 

（２）社会保険料の安易な引上げ反対 

労使折半である厚生年金、健康保険料の引上げは、中小企業の福利厚生

費の増大につながり、雇用の縮小や企業活力の維持・発展を阻害する要因

である。厚生年金、健康保険料の安易な引上げを行うのではなく、年金、

医療・介護にかかる支出費用を見直し、経費削減に努めることが必要であ

る。 

（３）厚生年金・健康保険の適用対象の範囲拡大の慎重な検討 
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厚生年金・健康保険の適用対象に短時間労働者を加えることは、特に多

くの短時間労働者を雇用している中小企業にとって、保険料負担の増大に

つながり経営を圧迫することとなり、雇い止めの増加など雇用の縮小につ

ながることが懸念される。また、短時間労働者にとっても可処分所得の減

尐になり、働き方の変更等が起こることが懸念される。 

厚生年金・健康保険料の適用対象の範囲拡大については、短時間労働者

の雇用への影響、短時間労働者が多く就業する企業への影響等に配慮して

慎重に検討することが必要である。 

（４）健康保険（協会けんぽ）の財政安定のための支援 

景気の低迷と医療費の増加傾向が続く中、協会けんぽの財政は悪化し、保

険料率が２年連続で大幅に引き上げられている。健保組合等との保険料率の

格差は拡大し、中小企業の経営や雇用に大きな影響を及ぼしている。 

安定的な財政運営による協会けんぽの保険者機能の強化を図るとともに、

中小企業及び従業員の負担増につながらないように、国庫補助率を健康保険

法本則で定められた上限である２０％へ引き上げることが必要である。 

 

２．適格退職年金の非課税移換の実現 

適格退職年金制度に関する掛け金や運用収益の非課税優遇措置は、平成２４

年３月に廃止される。適格退職年金の多くの契約者を他の退職年金制度に円滑

に移換させるためには、特定退職年金制度を移換先として認め、早急な法的整

備を図ることで非課税移換を実現させることが必要である。 
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７．中小企業の実態を踏まえた労働・教育対策の推進 

 

【要望事項】 

１．中小企業に配慮した労働関係法令の見直し 

（１）有期労働契約に係る関係法令の見直しに当たっては、多様な雇用・

就業の場を確保する有期労働契約の機能、中小企業の雇用実態や意見

を踏まえて検討すること。 

（２）パートタイム労働法令の見直しに当たっては、中小企業のパートタ

イム労働者の雇用実態や意見を踏まえて検討すること。 

（３）高年齢者雇用に関する関係法令の見直しに当たっては、定年年齢の

引上げを強制するのではなく、現状の高齢者雇用確保措置を維持する

とともに、中小企業の雇用実態や意見を踏まえて検討すること。 

２．最低賃金の設定については、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行うこと。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。 

３．雇用保険制度の機能強化 

（１）雇用保険制度の安定的な運営のため、国庫負担割合を本則どおり原

則４分の１に復帰させること。 

（２）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、

給付内容の見直し、業務全体の改革推進等の抜本的な見直しを行うこ

と。 

４．国による職業訓練機能の充実・強化 

（１）雇用吸収力のある分野への円滑な労働移動を促進する見地から、国

による失業者等に対する職業訓練の強化・充実を図ること。 

（２）中小企業の従業員の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・技能継承への支援を強

力に推進すること。 

５．ワーク・ライフ・バランスの推進 

（１）中小企業のワーク・ライフ・バランス推進のため、専門家によるア

ドバイスや各種助成制度の整備・拡充、税制・金融面での優遇措置な

ど中小企業の実情に応じた支援策を講じること。 

（２）「次世代育成支援対策推進センター」への支援策の強化を図ること。 

（３）改正育児・介護休業法の完全施行に向けて、中小企業に対し適正な

制度運用を行うための周知徹底を図るとともに、中小企業の実情に十

分配慮した支援を行うこと。 
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（４）中小企業が共同で設置あるいは商店街等が設置する保育施設につ

いて助成・支援を行うこと。 

６．中小企業における障害者雇用の推進 

（１）中小企業の実情に応じた障害者雇用施策の推進を図ること。 

（２）障害者雇用に積極的に取り組む中小企業への各種支援策の充実と社

会的な評価の仕組みづくりを行うこと。 

７．若年者や年長フリーター等の就業支援策について、より一層の広報活

動を展開するとともに、中小企業の人材確保・定着のため関係機関の

連携を図ること。 

８．キャリア教育・職業教育の実施に当たっては、学校教育の各課程にお

いて一貫した教育を行うともに、関係省庁が一体となって教育機関と中

小企業の連携を推進すること。 

９．外国人技能実習制度の見直し 

（１）外国人技能実習制度について、受入れ対象業種の拡大、団体監理型

における事業協同組合等の組合員の受入れ人数枠の拡大を行うこと。 

（２）外国人技能実習生の厚生年金保険、雇用保険の加入については、特

例措置を設けて全額免除すること。 

 

********************************************************************** 

 

【背景・理由】 

１．中小企業に配慮した労働関係法令の見直し 

（１）有期労働契約に係る関係法令の整備 

現在、労働政策審議会で有期労働契約のあり方について議論されている

が、有期労働契約は労使双方にとって、多様な雇用・就業の場を確保する

という機能を有している。入口・出口規制などを行うことは、良好な雇用

機会を失わせることになりかねない。今後の検討に当たっては、中小企業

の雇用実態や意見を踏まえて検討することが必要である。 

（２）パートタイム労働法令の見直し 

中小企業にとってパートタイム労働者は重要な労働力となっている。一

方、短時間労働は、様々な事情により就業時間に制約がある労働者にとって

も従事しやすい働き方として受け入れられている。 

労働政策審議会ではパートタイム労働法令の見直しについて議論されて

いるが、中小企業におけるパートタイム労働者の多様な就業実態及び雇用管

理の実態や中小企業からの意見を踏まえて検討することが必要である。 

（３）今後の高年齢者雇用に関する関係法令の見直し 
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平成２５年４月以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的

に６５歳まで引き上げられる。労働政策審議会では雇用と年金が接続でき

るよう定年年齢の引上げ等の議論が開始されたが、見直しに当たっては中

小企業の雇用実態や意見を踏まえて検討することが必要である。 

 

２．中小企業の実情を踏まえた最低賃金の設定 

最低賃金については、中小企業の経営環境、雇用情勢、支払い能力に配慮し、

中小企業の生産性の向上の進展状況を踏まえ、公労使の協議による審議会方式

での検討を重視すべきである。 

地域別最低賃金制度が全国的に整備・適用されている今日では、これに屋上

屋を架する特定最低賃金は早期に廃止すべきである。 

 

３．雇用保険制度の機能強化 

（１）雇用保険法本則どおりの国庫負担 

雇用保険の国庫負担については、平成２２年度の法改正により当面の雇

用保険制度の安定的運営を確保するため、３，５００億円の一般財源が投

入されたところであるが、雇用における国の責任を明確にするとともに安

定財源を確保する観点から、本則どおり原則４分の１に復帰することが必

要である。 

（２）雇用保険二事業の事業費管理の徹底と見直し 

主に事業主の負担する雇用保険を財源とする雇用保険二事業は、特に雇

用調整助成金等が中小企業の雇用の安定を図る上で重要なセーフティネッ

トとなっている。一方、財政状況は危機的状況にあり、これまでのＰＤＣ

Ａサイクルによる目標管理を徹底強化することはもとより、事業費全体の

絞り込みを図る必要がある。 

 

４．国による職業訓練機能の充実・強化 

  職業訓練制度は、雇用政策や経済政策と一体的に運用されるべき国の根幹

をなす重要な政策である。国の戦略・方針の下に、地域の特性やニーズを反

映しつつ、全国津々浦々、安定的・持続的な職業訓練の実施が必要である。 

このため、今後とも、職業訓練機能の根幹部分は国が維持し、さらなる充実

強化を図ることが必要である。 

 

５．ワーク・ライフ・バランスの推進 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

現下の極めて厳しい経営環境において、中小企業におけるワーク・ライ
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フ・バランスを推進するため、事業主に対する一層の周知啓発や、専門家に

よる具体的なアドバイス、各種助成制度の整備・拡充により、取組み支援を

行う必要がある。また、積極的に取り組む中小企業に対しては、税制・金融

面での優遇措置、公共事業入札への評価などを一層充実させるなど、中小企

業の実情に応じた総合的な支援策が講じられるべきである。 

（２）次世代育成支援対策推進センターに対する支援強化 

一般事業主行動計画の届出数は、法律で対象とされている従業員１０１人

以上の中小企業においても８割を超え、格段に増加している。引き続き、対

象企業も含めた中小企業における自発的取組みを後押しするため、「次世代

育成支援対策推進センター」が地域の企業に対する支援機能を一層発揮でき

るよう、支援策の強化を図る必要がある。 

（３）中小企業に対する改正育児・介護休業法の周知徹底 

改正育児・介護休業法は、平成２２年６月より段階的に施行されてきたが、

平成２４年７月には従業員１００人以下の中小企業にも適用されることか

ら、適正な制度運用を行うための周知を継続して行うとともに、中小企業の

実情に十分配慮することが必要である。 

（４）共同保育施設への支援強化 

仕事と家庭の両立支援のためには、子育てのための保育施設の増設・サー

ビス強化が重要である。そのため、中小企業が共同で設置、あるいは商店街

等が設置する保育施設について、積極的な助成・支援を行う必要がある。 

 

６．中小企業における障害者雇用の推進 

（１）中小企業における障害者雇用施策の展開 

障害者雇用企業における障害者への「合理的な配慮」は、障害者個人の障

害特性や程度、企業側の業種特性や支援人材・設備等の状況等によって、多

種多様であり、今後の法改正やガイドラインの作成・適用等においては、企

業に過度の負担が生じないよう、実情に応じて実施されるべきである。 

（２）障害者雇用を行う中小企業への配慮 

積極的な障害者雇用を行う中小企業に対して、金融・税制での優遇措置の

充実を図るとともに、官公庁の入札における評価など支援策、仕組み作りの

充実を行う必要がある。 

 

７．若年者・年長フリーター等の就業支援 

社会問題化する若年失業者や年長フリーターの就業対策については、「有期

実習訓練」や「実践型人材養成システム」等の活用によるキャリア形成支援

と、ジョブカフェやトライアル雇用などによる就業支援など様々な施策が講
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じられているが、若者・企業双方へこれらの制度があまり認知されていない。

そのため、これらの制度の一層の周知が必要である。 

他方、中小企業においても若年者の人材確保が重要な経営課題となっている。

そのため、ジョブ・カード制度の活用、ハローワーク等における新規学卒者や

職業訓練機関の卒業生等を地元中小企業へあっせんする機能の強化、新卒者応

援プロジェクト等の一層の強化が必要である。若年者の就業支援策が中小企業

の求める人材の確保・定着へと繋がるように、より一層の施策の周知及び関連

機関の政策連携が必要である。 

 

８．キャリア教育・職業教育の推進 

尐子高齢社会において、次世代を担う若者に対するキャリア教育・職業教育

は重要な課題であり、学校教育課程の各段階で充実させる必要がある。そのた

めには、文部科学省を中心に関係省庁が連携し、一貫した仕組み作りによって、

学生の職業観の醸成、創業・起業意欲を高める必要がある。 

また、キャリア教育・職業教育の実施において、インターンシップや有期実

習訓練など教育機関と中小企業の連携支援策を強化し、若者の地域中小企業へ

の理解・関心を深めることが重要である。こうした取組みを継続的に実施し、

地域経済を支える中小企業の人材不足の問題と就職困難な若者の増加という

ミスマッチの解消に繋げる必要がある。 

 

９．外国人技能実習制度の適正な見直し 

（１）外国人技能実習生の受入れ対象業種・受入れ人数枠の拡大 

外国人技能実習制度は、技能実習生に我が国技能等の移転を図り、その国

の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、国際協力・国際貢献の重要

な一翼を担っている。このため、受入れ対象業種の拡大、団体監理型におけ

る事業協同組合等の組合員の外国人技能実習生の受入れ人数枠を拡大すべ

きである。 

（２）雇用保険及び厚生年金の特例措置の創設 

外国人技能実習生は最大３年間の滞在が許可され、雇用保険及び厚生年金

の加入が義務付けられている。外国人技能実習生は、帰国時には厚生年金の

脱退一時金を受け取ることが可能だが、その額は不十分で直接年金とは結び

つかない。また、雇用保険の失業等受給が事実上不可能となっている。その

ため、外国人技能実習生の雇用保険及び厚生年金の加入については特例措置

を設けるべきである。 
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８．商店街等及び中小小売商業の活性化支援の拡充 

 

【要望事項】 

１．商店街・共同店舗等に対する支援の拡充 

（１）地域商店街活性化法による支援、「中小商業活力向上事業」及び「戦略的

中心市街地商業等活性化支援事業」を拡充すること。 

（２）買い物弱者の生活利便性を向上させる中小商業者等の取組みに対する支

援を強化すること。 

（３）商店街等の空き店舗対策として起業に対する支援等を充実させるととも

に、共同店舗の空きスペースの入居費や改装費等に対する助成制度を創設

すること。 

（４）商店街等が負担する公共性の高い共同施設（アーケード等）の撤去・保

守・修繕費用に対する助成制度を創設すること。さらに共同施設設置に係

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。 

（５）都市機能を中心市街地に集約させるため、中心市街地に立地するマンシ

ョンやオフィスビルを建設する場合等において、低層部分に商業機能を配

置させるなど、業種・業態の適正配置を促進すること。 

２．大型店等に対する適正な規制・指導の強化 

（１）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。 

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組合への加入や、地域

交流、商店街活動及び社会貢献への積極的な協力を求める地域貢献条例等

の制定を促進すること。 

（３）ＣＯ２の削減、節電、ワーク・ライフ・バランスの推進、犯罪の未然防止

等の観点から、営業休日の減尐や長時間営業などを行う大型店や大資本チ

ェーン店に対して自粛指導を行うこと。 

 

********************************************************************** 

 

【背景・理由】 

１．商店街・共同店舗等に対する支援の拡充 

（１）現在、地域コミュニティを担う商店街等を活性化するために制定された

「地域商店街活性化法」による各種支援や「中小商業活力向上事業」、中心

市街地活性化のためのハード・ソフトにわたる各種の取組みに対して補助

する「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業」などが実施されているが、
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商店街等の極めて厳しい財政状況にかんがみ、さらなる事業の活用を促進

するため、補助率の引上げを含めて予算の拡充や補助事業等に係る申請手

続きの簡素化などが必要である。 

（２）流通機能や交通網の弱体化とともに、食料品等の日常の買い物が困難な

地域が発生していることから、これら買い物弱者の日常生活の利便性を向

上させるために、中小商業者等が取り組む事業に対して支援を強化する必

要がある。 

（３）商店街・共同店舗の魅力・利便性の向上のため、商店街等の空き店舗対

策として、商店街等内での起業（出店）を促進させる支援等の充実や共同

店舗の空きスペースの入居費や改装費等に対する助成制度の創設、商店街

の公共性の高い共同施設（アーケード等）については、撤去・保守・修繕

費用に対する助成制度を創設するとともに、資金の借入れの際の個人保証

の免除の弾力的運用も必要である。 

   また、中心市街地に都市機能を集約させるために、中心市街地に立地す

るマンションやオフィスビルを建設する場合等において、低層部分に商業

機能を配置させるなど、業種・業態の適正配置が必要である。 

 

２．大型店等に対する適正な規制・指導の強化 

（１）大規模集客施設の出退店は地域に大きな影響を及ぼすため、地域が一体

となって新しいまちづくりを進めていくには、地方公共団体が大規模集客

施設の立地について適正に規制する必要がある。 

（２）大型店やチェーン店の地域貢献については、日本チェーンストア協会等

の４業界団体が地域貢献に関する自主ガイドラインを策定しているが、未

だ各店舗への周知度が低く、業界団体に加入していない事業者も多い。こ

のため、地方公共団体は地域貢献や商店街への加入を促進する条例・ガイ

ドラインを制定し、大型店等に積極的な協力を求めていく必要がある。 

（３）大型店や大資本チェーン店の営業休日の減尐や長時間営業は、ＣＯ２の削

減や節電、ワーク・ライフ・バランスの推進に反する側面を持つものであ

り、深夜営業による犯罪の未然防止の観点からも、自粛を指導していく必

要がある。 
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９．中小流通業・サービス業振興対策の強化 

 

【要望事項】 

１．中小流通業対策の強化 

（１）中小商業振興法（仮称）を制定し、卸売業と小売業を一体として振興・

育成すること。 

（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を創設すること。 

（３）市街地や商店街等の駐車違反取締り地区においては、積み卸し業務が可

能な駐車スペースを確保するなど、業務に配慮した対策を講じること。 

（４）中小運輸業の健全で安定した経営実現のための支援と合わせて、整合性

ある高速道路の整備・利用政策を実施すること。 

２．中小サービス業対策の強化 

（１）中小サービス業、生活衛生関係サービス業の一層の発展を図るため、人

材育成支援の充実、金融・税制の整備、業種別団体を活用した中小サービ

ス業対策の強化等を図ること。 

（２）中小観光業による国際競争力の高い魅力ある観光地づくりや外国人観光

客の誘致等への取組みに対して積極的に支援すること。 

 

********************************************************************** 

 

【背景・理由】 

１．中小流通業対策の強化 

（１）中小卸売業及び卸商業団地は、流通構造の激変により極めて厳しい経営・

運営を余儀なくされている。これらの変化に的確に対応するためには、広

域化、品揃え形成能力の強化、物流機能の強化、情報システム化、リテー

ル・サポートなどの経営課題に取り組むことと合わせて、卸売業と小売業

が一体となって事業を展開することも有効である。そこで、卸売業と小売

業を一体として振興・育成するために、中小商業振興法（仮称）を制定す

ることが必要である。 

（２）卸商業団地内の組合員が業態変更を行う場合、流通業務市街地整備法に

おいては当該地区には流通施設しか設置できないため、組合員が業態変更

や事業多角化をしても営業が続けられるよう、さらに、卸商業団地を核と

したまちづくりの観点から商業施設や住居施設等の誘致を促進するため、

流通業務市街地整備法の緩和が必要である。 
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都市計画法の業務地区の指定についても、同様の理由に加えて脱退した組

合員の跡地に新規企業を誘致するに際して卸売業だけでは埋まらない現状

にあることから、都市機能の中心市街地への集約を十分に考慮しつつ、一定

の緩和が必要である。 

以前から、倒産・廃業等による組合員の脱退により卸商業団地内に空き店

舗が増えてきているが、団地機能の向上や資産の有効活用を図るための支援

として、低利融資制度や補助事業の創設等の支援が必要である。その際、個

人保証の免除や申請手続きの簡素化など利用しやすくする必要がある。 

（３）中小企業は資金的・人的に余裕がないため、駐車場や荷捌き場所の確保、

正社員やアルバイト等の車両での常時待機など、大企業のような対応は難

しい。このため、市街地や商店街等の交通量と積み卸し業務が多い地区に

おいては、駐車違反の回避と安全作業の確保のため、積み卸し業務が可能

な物流バリアフリーの駐車スペースを確保するための対策を講じる必要が

ある。 

（４）中小運輸業は、景気低迷による物量の減尐、荷主からの値下げ要求、燃

料価格の高騰等により、依然厳しい経営環境に置かれている。中小運輸業

が健全で安定した経営を実現するためには、燃料に係る税率の見直しや低

燃費車の導入支援などが必要である。 

また、高速道路の整備と利用については、財源の確保と国民の適正な負担

とともに、物流を担う中小運輸業の負担軽減の観点から、整合性ある政策を

実施することが必要である。 

 

２．中小サービス業対策の強化 

（１）我が国サービス業の９９％以上を占める中小サービス業の一層の発展の

ためには、若手を含む人材育成、金融・税制の整備などサービス業一般を

対象にした支援のほか、サービス業の業種別組合・団体を活用したきめ細

かな業種別振興対策が必要であり有効である。 

（２）「観光」は新成長戦略の戦略分野の１つであり、地域経済活性化にとって

重要な役割を期待されているが、東日本大震災により外国人を含めて観光

客は減尐し、各地の観光関連産業は深刻な状況に置かれている。そのため、

従前にも増して外国人観光客の誘致活動に積極的に取り組むとともに、国

際競争力の高い魅力ある観光地づくりに向けて、ホテル・旅館のホスピタ

リティ向上のための施設整備や接遇研修などソフト・ハード両面の充実が

求められており、これら取組みに対して積極的に支援する必要がある。 



第６３回全国大会決議の概要～組合の絆を活かして～

Ⅰ 東日本大震災からの復旧・復興の加速化

１．津波・地震被害対策、被災中小企業・組合等の
復旧支援の拡充

２．東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束

〈組合を活用した復興事例〉

１．仮設テントから商売を再スタートした共同店舗
組合（岩手県）

２．共同冷蔵保管倉庫を設置した水産加工組合
（宮城県）

３．帰宅困難者や緊急車両に優先・安定供給した
石油商業組合

４．放射性物質の測定業務を共同受注する協同
組合（福島県）

(震災からの復興）

Ⅱ 円高・空洞化対策と国内立地企業への支援の強化

【円高・空洞化対策】

１．円高・産業空洞化対策の迅速な実施

【組織を通じた支援】

２．組合等連携組織対策の強化、中央会への支援の強化
３．公正な競争環境の整備、官公需対策の強化

【事業環境の整備－金融・税制・社会保障－】

４．万全な資金繰り対策の継続及び中小企業金融機能の拡充
５．国内産業を活性化させる中小企業関係税制の拡充
６．社会保障制度の見直し

【分野からの支援－労働・商業－ 】

７．中小企業の実態を踏まえた労働・教育対策の推進
８．商店街等及び中小小売商業の活性化支援の拡充
９．中小流通業・サービス業振興対策の強化

(円高・空洞化対策）

中小企業は、東日本大震災や急激な円高などにより、デフレの更なる長期化、国内産業の空洞化の加速化など日本経済の先行きに大
きな不安を抱いている。一刻も早く、震災復興と景気回復を実現し、経済とくらしを支える中小企業が、活力を取り戻し、持てる力を思う存
分に発揮できるよう、下記の要望の実現を強く求める。


