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平成２２年度中小企業等関係施策に関する要望 
 

平成２１年６月１８日 
日 本 商 工 会 議 所 

 
わが国経済は、全体として引き続き、危機的状況にある。企業の倒産や雇用調整は止ま

らず、地域経済は疲弊の極に達している。先行き不透明な中、わが国は官民を挙げて現下

の不況からの脱却を図らねばならない。 
政府・与党は、昨年後半から数度にわたる景気対策を打ってきた。また、去る5月29日

には、総額56.8兆円にのぼる過去最大規模の「経済危機対策」を裏打ちする補正予算（歳

出総額13.9兆円）が成立を見たところである。予断を許さない経済情勢の中、早期に関連

法案を成立させ、必要な諸施策が迅速かつ確実に実施されることを強く望むものである。 
こうした政府の大型対策により、当面する危機に相応の経済効果がもたらされる。しか

しながら、景気が自律的な回復軌道に乗るまでには、なお時間を要することも否定できな

い。 
そうした中、日本経済が明るさを取り戻すためには、企業数で99.7％を占め、69.4％の

雇用を担っている中小・小規模企業の業況を改善し、倒産や雇用調整を余儀なくされる企

業を1社でも少なくするよう支援することが何より必要である。また、今次不況において

は、地域経済けん引の中核を担う中堅企業も極めて厳しい経営状況に陥っており、その支

援も重要である。中小・小規模企業および中堅企業における事業の継続と絶え間ないイノ

ベーションへの挑戦を可能とする政策面での環境整備が強く望まれる。経済活力の源泉で

ある、これら中小企業等が元気になってこそ、地域の人々の雇用が守られるとともに地域

の活性化が実現する。その意味から、国の中小企業等対策予算の思い切った拡充と各種支

援策の強化を求めたい。 
以上の観点を踏まえ、日本商工会議所は、平成 22 年度中小企業等関係施策に関して、

下記事項の実現を強く要望する。また、その実施段階においては、国と地方がそれぞれ実

施する諸施策が無駄なく相乗効果を上げるよう望む。 
 
記 

 

＜重点要望事項＞ 

【１】企業の存続と経営力の向上を図る 

Ⅰ 金融支援 

   ○中小・中堅企業の資金繰り対策の強化・拡充 

・緊急保証制度の期間延長、金融セーフティネット拡充、返済負担の軽減 

 

Ⅱ 再生支援 

○中小・中堅企業の再生手続の強化 

・中小企業再生支援協議会、企業再生支援機構、債務保証制度  
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Ⅲ 経営改善支援 

○経営改善普及事業 

○中小企業の生産性向上等 

  ・地域力連携拠点事業、創業・経営革新 

 

【２】暮らしの安定と安心を確保する 

雇用維持・人材育成 

   ○人材育成・就業促進対策の強化 

・最低賃金問題、労働者派遣制度問題、雇用調整助成金等の見直し、ジョブ・ 

カード制度 

 

【３】地域振興を推進する 

Ⅰ まちづくりの推進 

○中心市街地の活性化等まちづくりの推進 

○商店街の活性化 

 

Ⅱ 地域産業振興策の抜本的拡充 

   ○支援諸施策の拡充と連携強化 

・地域資源∞全国展開プロジェクト、JAPANブランド育成支援事業、販路拡大 

 

Ⅲ 地方幹線道路・整備新幹線等の早期整備 

 

【４】経営環境変化に即した新たな展開を支援する 

Ⅰ 省エネ・低炭素経営の促進 

○省エネ・低炭素経営の促進に対する支援 

・省エネルギー化や温室効果ガス排出削減の自主的取組み支援、国内クレジッ 

ト制度の利用促進 

  ○「環境」を名目にした新たな税負担増反対 

 

Ⅱ ＩＴ利活用の促進 

○中小企業のIT化支援、IT利活用環境の整備促進 

   ・SaaSの普及、電子政府・電子自治体の利用促進支援 

 

Ⅲ 国際化、グローバル化への対応 

○世界経済が一体化する中における中小企業支援 

 

【５】企業活力増進のための税制改革を求める 
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個別要望事項について 

 

【１】企業の存続と経営力の向上を図る 
 
Ⅰ 金融支援 
 
１．中小・中堅企業の資金繰り対策の強化・拡充 
 
（１）緊急保証制度の期間延長および金融セーフティネットの拡充 
かつてない打撃を受けている中小企業の経営環境が、今次不況以前の状況に回復する

には年単位の時間を要すると見られ、引き続き、中小企業の資金繰りは予断を許さない。

そうした状況を踏まえ、下記のような資金繰り支援の強化を望む。 
①緊急保証制度については、中小企業の資金繰りの状況等を十分見極めつつ、本年度

末までとなっている取扱期間を延長するとともに、その際には、“対前年比で悪化”

とされている認定要件を緩和されたい。また、無担保枠8,000万円を超える保証の

弾力的な実施について、現場で実効性が確保されるよう強く望む。さらに、同制度

における保証料率引下げ、および、よりリスクの高い案件への信用保証協会の審査

の大幅な弾力化を検討されたい。 
②セーフティネット貸付については、日本政策金融公庫において、景気情勢に応じた

貸付条件の一層の緩和等により、さらなる利用促進を図られたい。加えて、マル経

融資制度の金利引下げをお願いしたい。このほか、危機対応業務として、商工中金

や日本政策投資銀行による中堅企業を含めた資金繰り支援も重要である。 
③以上の対策を円滑に実施するため、信用保証協会、日本政策金融公庫および商工中

金について、一層の財務基盤強化を引き続き必要に応じて行っていただきたい。 
 
（２）条件変更や借換えの実施による中小企業の借入返済負担の軽減 
日本政策金融公庫、商工中金および信用保証協会は、中小企業の既往債務について、

「返済期限を延長する」「残債の期日一括返済を認める」「返済据置期間の再設定を認め

る」など、経済危機対策に盛り込まれた条件変更の具体的な取組みを強化していただき

たい。また、返済を猶予した中小企業への追加的な保証および融資を積極的に実施して

いただきたい。さらに、融資制度や保証枠の種類に拘らず、その借換えや複数債務の一

本化を促進するなど、中小企業の月々の返済負担の軽減を進めていただきたい。 
  併せて、民間金融機関においても同様の対応が行われるよう、指導されたい。 
 
２．その他金融等支援 
 
（１）電子記録債権制度における中小企業に配慮した環境の整備 
全金融機関参加型の記録機関を設立・運営すべきである。 
その際は、中小企業にとって導入負担が少なく、導入後も低価格で安心して利用でき

るよう、料金面やセキュリティ面等に配慮されたい。また、債権の譲渡が円滑に行われ
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るよう、譲渡禁止特約を設けない制度にすべきである。 
さらに、下請代金支払遅延防止法上、親事業者が下請事業者に対して禁じている行為

については、手形と同様、電子記録債権制度においても適用対象とすべきである。 
  
（２）資金調達手段の多様化促進 
不動産担保や個人保証に過度に依存しない融資の積極的な拡大・普及を図るべきであ

る。そのため、中小企業庁および金融庁においては、ABL（Asset Based Lending＝動産・

債権担保融資）について、動産担保の評価方法の事例を示すほか、評価が客観性を持つ

ような制度を検討するなど、金融機関にとって推進しやすい体制整備を支援されたい。

また、金融機関の担当者のノウハウ蓄積のための説明会や事業者向けのセミナーを実施

するなどにより、一層広く普及するような施策を講じていただきたい。 
 
Ⅱ 再生支援 
 
１．中小企業再生支援協議会による支援の拡充 
 
中小企業再生支援協議会は、金融機関や信用保証協会との連携を一層強化し、再生の実

効性を高めるべきである。そのためには、各地の中小企業再生支援協議会において、専門

人員の十分な確保が必要である。また、同協議会が関与している事案に対し、地域金融機

関が協力できず調整が難航することのないよう、金融行政における適切な指導をお願いし

たい。 
また、中小企業の再生支援を目的として設立される「中小企業再生ファンド」と連携し

て、実効性の高い再生計画策定等の支援強化を図るべきである。 
 
２．中小・中堅企業の再生における企業再生支援機構の実効性ある活用の推進 

  

今年度創設予定の企業再生支援機構については、周知・広報を充実させ、地域経済を支

える中小・中堅企業に対して幅広く活用することにより、事業者の経営破綻を防止し、雇

用の確保に貢献されたい。 

また、中小・中堅企業の適切な再生に繋がるよう、中小企業再生支援協議会と緊密な連 

携をとり、同機構の機能が十分発揮されるよう努めるとともに、必要に応じて制度等の改

善を適宜図っていただきたい。 

なお、過去の産業再生機構の運営において国民負担が発生しなかったことを踏まえ、同 

機構においても可能なかぎり効率的な運営に努めていただきたい。 

 

３．中小・中堅企業の債務保証制度の充実等（改正産業活力再生特別措置法） 

 

改正産業活力再生特別措置法（産活法）認定企業への民間金融機関の融資に中小企業基

盤整備機構が債務保証する制度が大幅に拡充されることになったが、融資が円滑に行われ

るよう、金融機関への制度の周知を図っていただきたい。 

また、中小・中堅企業において同制度の活用が進むよう、保証割合の弾力的な取り扱い

と簡便な諸手続きをお願いするとともに、制度の内容について事業者が理解しやすい広報

資料を作成されたい。 
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産活法改正により実施される「第二会社方式」に対する支援措置については、許認可承

継の実務が円滑に進められ、実効あるものとなるよう関係各省間で十分に連携を図ってい

ただきたい。 

 
Ⅲ 経営改善支援 
 
１．経営改善普及事業の充実 
 
国は、約半世紀にわたり商工会議所等が実施している経営改善普及事業について、小規 

模企業の経営安定や事業発展に不可欠であることと、国としての小規模企業対策の基本施

策であることを改めて明確にすべきである。 
国は、三位一体改革後もさまざまな中小・小規模企業支援対策（事業費に対する補助金

交付等）を打ち出してきたが、各事業の実施主体の多くは商工会議所等であり、その実務

は、現場の状況に精通した経営指導員が担ってきたと言っても過言ではない。税源移譲で

補助金がすべて都道府県の裁量で決められることになったが、中小企業支援法等に基づく

中小・小規模企業対策の重要性はいささかも変わらない。 
そうした観点を踏まえ、各地において同事業の予算が十分かつ安定的に確保されるよう 

国は都道府県に対し強い指導力を発揮されたい。 
 

２．中小企業の生産性向上の推進等 
 
（１）地域力連携拠点事業の活用 
地域力連携拠点事業（21 年度は 327 ヵ所。うち商工会議所は 122 ヵ所）は、IT 導入

や知的資産経営など新たな経営手法の導入、経営革新、地域資源活用、農商工等連携な

どの新事業展開、創業・再チャレンジ、事業承継等多岐にわたる分野において、高度か

つ専門性の高い支援ニーズに応える有効な中小企業支援策となっている。大幅な予算拡

充により、拠点数の増加、1拠点当たりの予算増額をお願いしたい。 
また、事業評価については、評価基準の透明性が確保されるよう、改善をお願いした

い。 
 

（２）創業・経営革新・新連携の促進 
①創業人材育成支援事業（創業塾・経営革新塾）については、各地における潜在的な

起業家を掘り起こし、また、既に事業を営んでいる中小企業経営者に新規事業展開

を促す機会を与えており、引き続き十分な予算の確保をお願いしたい。また、創業

塾、経営革新塾への参加者のすそ野拡大を図るため、創業、経営革新に関心を持っ

た人が気軽に参加できる入門セミナーを補助対象とされたい。加えて、創業時にお

ける資金調達が円滑に行われるよう政策金融機関の支援策や信用補完制度におい

て対象要件の緩和や金利・保証料の優遇等拡充策を講じられたい。 

②中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認、新連携計画の認定にあた

っては、承認・認定手続きの簡素化を図り、事業者にとって過度の負担とならない

よう配慮をお願いしたい。また、地域によって難易度に差が生じないような措置を

講じ、承認・認定、各種支援施策の審査等が速やかに行われるよう徹底されたい。

さらに、計画の承認・認定を受けた企業に対しては、国・県等による各種補助金制
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度を充実されたい。 

 

（３）円滑な事業承継促進のための支援強化 
非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度については、円滑な事業承継を促進

させるため、同制度の PR を強化すべきである。事業承継支援センター事業（21 年度は

103ヵ所。うち商工会議所は46ヵ所）については、事業承継問題に直面する事業者の課

題抽出、課題対応等の個別相談支援の一層の充実など、総合的なサポートができるよう

配慮されたい。 
併せて、中小企業経営者および後継者向け等の研修・セミナーの強化を図られたい。 

 
（４）技術・ものづくり支援強化 
中小企業の技術革新を促進する助成制度であるSBIR制度（中小企業技術革新制度）

については、効果的な広報、親しみやすいネーミング付与等により、制度の認知度を高

めることが重要である。また、補助金の交付元が7省庁にまたがることから、公募に係

る照会等をワンストップで受付ける窓口を創設いただきたい。さらに、技術開発の成果

の事業化や取引マッチングなど、具体的なビジネス創出の支援を推進されたい。 
また、中小企業における産学官連携を促進するため、関係機関がそれぞれ有している

研究成果や知的財産等のデータベースについて、検索性を高めるなど利便性の向上を図

られたい。加えて、共同研究にかかる公的助成の拡充や、研究費用の分担に関する基準

づくりを進められたい。 
 
（５）下請取引等の適正化推進 
  下請取引の適正化を進めるため、取引当事者間の取引実態を良く踏まえたうえで、公

正取引委員会との連携を密にしつつ、また、下請代金検査官の大幅な増員を行うこと等

により、不公正な取引に対する取締りを一層強化されたい。 

「下請かけこみ寺」については、相談機能の強化はもとより、相談の持込みがその後

の取引に影響することがないよう、フォローアップする仕組みを早急に整備すべきであ

る。併せて、裁判外紛争解決手続き（ADR）の利用促進を図ることが必要である。 
下請ガイドラインについては一層の周知徹底を図るとともに、対象業種の拡大や必要

に応じた改訂を行われたい。また、下請ガイドラインの活用状況・効果等については定

期的に公表するなど実効性について検証を行うべきである。 

 
（６）小規模企業経営支援情報システムの整備 
  現在新たなシステムとして構築が進められている小規模企業経営支援情報システムに

ついては、マル経融資関連業務の効率化（日本政策金融公庫との連携によるマル経融資

の申請・推薦手続の電子化）と支援機関支援（小規模企業等の財務情報等を蓄積・加工

して指導業務に利用）が両立し、実効あるものとなるよう、十分な検討を行っていただ

きたい。 
新システムの設計や運用においては、各事業者の提供するデータが財務分析・比較な

どに活用されることから、情報管理等セキュリティ面の確保を図ることが重要である。 
また、各地商工会議所で導入・利用している会員情報等管理システム（TOASや独自シ

ステム）からのデータ取り込みに当たっては、新システムへのアクセスの容易性を確保

されたい。 
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３．中小企業振興のための環境整備の促進 
 

（１）小規模企業共済制度ならびに中小企業倒産防止共済制度の拡充 
①小規模企業共済制度においては、個人事業者の事業主のみ加入が認められているが、

当該事業主とともに経営に参画している共同経営者も事業主と同等の立場にある

として、加入対象とすべきである。 
②中小企業倒産防止共済制度については、回収困難な売掛金債権額の高まり掛金限度

額や共済金貸付金限度額の拡大、掛金権利消滅の割合（現行10％）の引下げ、貸付・

据置期間の延長および共済事由の追加を実現されたい。 
 
また、両制度について、中小企業基盤整備機構における照会窓口を充実するなど、事

務処理の一層の合理化を図っていただきたい。 
 

（２）中小企業における新型インフルエンザ対策支援 
新型インフルエンザ対策として、政府は感染拡大を最小限に食い止めるための事前対

策に万全を期するとともに、経済活動への被害が生じる場合に備えて、激甚災害の例に

ならって特別措置の制度を構築されたい。 
また、今回の新型インフルエンザの発生・感染地において、地域経済に大きな損失が

生じたことを踏まえ、政府は正確な事実や状況に即応した情報発信等の対応を行ってい

ただきたい。 
さらに、中小企業は大企業のように万全な危機管理体制を整えることが困難であるこ

とから、事業活動に対する影響を最小限に抑えるためのBCP策定・導入促進に対してイ
ンセンティブとなる助成制度を設けられたい。 

 
（３）中小企業への緊急時事業継続計画（ＢＣＰ）の普及促進 
中小企業においてBCPが一層広く普及するよう諸施策を講じられたい。 

具体的にはBCP施策を支援する経営指導員のノウハウ蓄積のための措置や中小・小規

模企業のための普及啓発セミナーの実施等について十分な予算措置を講じていただき

たい。 
また、商工会議所、商工会、工業団地や商店街振興会、サプライチェーン中核企業等

におけるBCP普及への取組みなど、地域に密着した取組みを支援していただきたい。さ

らに、BCP を導入した場合、商取引上有利になる仕組みを構築するなど、導入企業にイ

ンセンティブを与えることについても検討していただきたい。 
 
（４）「中小企業の会計に関する指針」の普及 
  「中小企業の会計に関する指針」の普及浸透のために、引き続き、パンフレットの作

成・配布、セミナー・研修会の開催等を実施されたい。また、同指針に関する相談・指

導を行う人材の育成、金融機関における活用の促進に向けた取り組みをより強化された

い。 
 
（５）国際会計基準の取扱いにおける非上場企業への配慮 
  現在、企業会計審議会において、わが国における国際会計基準の取扱いについて検討

が進められているが、中小・中堅企業を中心とする非上場企業の多くは内需型経済活動
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が中心であり、グローバルな投資対象となっているとは想定されておらず、財務情報の

利用者も限定されている。このため、非上場企業（金融商品取引法の対象となっている

ものを除く）については、国際会計基準の適用を行わないよう配慮されたい。 
  また、税と会計の関係については、これまでの「確定決算主義」や「税会調整方式」

を維持した上で、欧州諸国と同様に、会計基準を「連結」と「単体」に区分し、「連結」

については国際会計基準に対応していく一方で、「単体」についてはわが国のこれまで

の商慣行等の実態を踏まえつつ対応するよう検討されたい。 
 

【２】暮らしの安定と安心を確保する 
 
雇用維持・人材育成 
 
１．若年者・障害者等の人材育成・就業促進対策の強化 
 
（１）中小企業の実態を踏まえた最低賃金の設定 
  わが国が、未曽有の経済危機にあり、中小企業がますます厳しい経営環境に置かれて

いる現状では、支払能力の観点から、最低賃金を引き上げる状況にはない。  
各地方最低賃金審議会が、地域経済や中小企業の厳しい経営実態等を踏まえ、生活保

護との乖離の解消を凍結することも含め、これまで以上に、地域の実情に応じて最低賃

金を設定できるようにすべきである。その際、最低賃金近辺で働く労働者や雇用する企

業の属性、最低賃金引き上げが企業経営に与える影響等について、データを整備し、そ

れらを踏まえた上で検討すべきである。 
なお、特定最低賃金は、地域別最低賃金が全国 47 都道府県で設定されている中で、

屋上屋を重ねるものであり、早期にこれを廃止すべきである。 
 

（２）労働者派遣制度の慎重な対応 
製造業派遣については、一定のセーフティネット整備は必要と考えるが、産業人材の

流動性と多様な働き方を確保する観点から、禁止には反対である。 
登録型派遣を含め、労働者派遣制度に対する規制が強化されれば、現在の派遣労働者

が職を失うのみならず、労使双方にとって必要な派遣本来の需給調整機能、マッチング

機能を失うことになり、結果として企業経営が困難に陥る懸念が生じ、海外移転、廃業

などにより、その地域の雇用喪失につながる恐れがある。したがって、労働者派遣制度

のあり方を検討する場合には、慎重に行うべきである。 
また、現在国会に提出されている労働者派遣法改正法案には、日雇派遣の原則禁止な

ど大きな制度改正が盛り込まれており、改正法の成立から施行までに十分な準備期間を

確保すべきである。同時に、日雇業務については、民間の職業紹介事業によって労働者

と企業とのマッチングに支障が出た場合には、マッチングを担保するため、政府が、ハ

ローワークなどを通じて、責任を持って必要な措置を講じるべきである。さらに、現下

の経済情勢、および、中小企業が、雇用維持に必死に努力しながら、数多くの労働法に

同時に対応することが求められている実情を勘案した上で審議すべきである。 
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（３）雇用調整助成金等の見直し 
雇用調整助成金制度は、中小企業における雇用の安定に資する重要なセーフティネッ 
トであるが、さらに改善の余地のある以下の事項について、速やかに検討されたい。 
(ⅰ) 申請書類の一層の簡素化、および、審査に要する時間の短縮化を図られたい。併
せて、事業所単位ではなく企業単位での申請手続きを可能にすべきである。また、

支給日数、および、雇用保険基本手当日額が最高額とされている支給限度額の引き

上げについて、さらなる検討を行うべきである。 
(ⅱ) 雇用調整助成金等の申請に際し、企業は事前に休業計画を届け出る必要があるが、
受注状況によって左右される中小企業においては、休業計画を立案し、事前に届け

ることが難しいため、事前の休業計画届け出を省略するなど、柔軟に対応すべきで

ある。 
(ⅲ) 雇用に係る各種助成金について、国・地方公共団体等関係機関が連携して窓口相
談に応じられるような体制を整備するとともに、制度改正内容を分かりやすく迅速

に周知されたい。 
(ⅳ) 本年3月に創設された残業削減雇用維持奨励金について、残業削減の比較期間が計
画届提出時の直近6ヵ月となっている点に関し、「直近6ヵ月」では既に残業を削減

している期間と重なることが考えられるため、比較対象期間を前年同月比とするな

どの見直しを検討すべきである。 
(ⅴ) 緊急就職支援者雇用開発助成金について、「雇用に関する状況が全国的に悪化し
た」と厚生労働大臣が認める場合がその発動要件の一つとされているが、現下の厳

しい雇用情勢に鑑み、その発動を検討されたい。また、助成対象が45～59歳の労働

者とされている点について、若年者等正規雇用化特別奨励金の対象外でもある40

～44歳にもその適用範囲を拡大されたい。 
(ⅵ) 中小企業雇用安定化奨励金について、契約社員やパートタイマーなどの正社員化
を一層促進するため、支給限度額を増額されたい。 

 
（４）ジョブ・カード制度の拡充・強化 

  スタートから2年目を迎えたジョブ・カード制度に対する中小企業の期待は大きく、

制度を活用する中小企業が増加していることに鑑み、十分な予算を確保したうえ、平成

22年度においても継続して実施するとともに、中小企業における人材の育成・確保に資

するよう、制度の一層の拡充・強化を図るため、以下の措置を講じられたい。 

 

①制度の理解促進と認知度向上に向けたＰＲ活動の一層強力な推進 

     制度の理解促進と認知度向上を図るため、求人企業や求職者のみならず、広く業

界団体や国民一般を対象として、各種の広報媒体を活用した全国的、かつ集中的な

PR活動を一層強力に推進されたい。 

    また、ハローワークをはじめ、ジョブカフェや民間職業紹介会社等においては、

個々の求職者に対し、制度の内容やメリット等を十分に理解させるなど、制度の活

用を促進するための働きかけとキャリア・コンサルタント業務を一層強化されたい。 

 

②雇用型訓練の対象要件の大幅な緩和 

   雇用型訓練の1つである有期実習型訓練における「過去5年間において、概ね3

年以上継続して正社員として働いたことがある者以外の者」および「学校卒業後 6
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ヵ月以内の者を除く」との対象要件は、中小企業がより幅広い求職者を受け入れで

きるよう、大幅な緩和を図られたい。 

 

③提出書類の大幅な簡素化および全国統一基準での実施の徹底、助成率の一層の拡 

 充 

   中小企業にとって使い勝手がよく、過大な事務負担とならないよう、訓練実施計

画や助成金の申請に係る提出書類を大幅に簡素化するとともに、申請時期や提出書

類の数等が都道府県によって異なった運用とならないよう、全国統一基準での実施

を徹底されたい。また、助成金の助成率の一層の拡充を図られたい。 

 

  ④関係機関の連携体制の一層の強化 

地域ジョブ・カード（サポート）センターと都道府県、労働局、雇用・能力開発

機構、ハローワーク等との緊密な連携体制が一層強化されるよう、関係各省庁から

各地の関係機関に対し、引き続き的確かつ迅速な情報提供等に努められたい。 

 

⑤業界団体を通じた制度の普及促進および先導的なモデル構築への支援 

制度の普及促進に当たっては、全国規模の業界団体に対し、業界ぐるみで積極的  

   に活用するよう、一層強力に働きかけられたい。 

    また、中小企業や小規模企業においても共同で座学に取り組むなど、地域の業界

団体による雇用型の訓練を活用した人材の育成・確保が図られるよう、先導的なモ

デルの構築に向けた取り組みに対し、引き続き支援されたい。 

 

⑥職業能力評価基準およびモデル評価シート・カリキュラムの整備 

   制度の普及を進めるうえでは、職業能力評価基準やモデル評価シート・カリキュ

ラムは重要なインフラであることから、これまでに整備されていない分野について

は、早急に作成されたい。 

 
（５）ジョブカフェの機能拡充を通じた若年者雇用の促進 
ジョブカフェについては、地方拠点の増設や、コーディネーター等の機能強化の支援

を図られたい。このために必要なジョブカフェ支援予算については、引き続き確保する

とともに、その拡充をお願いしたい。 
また、地方自治体においては、積極的に、地域の産業育成政策と連携して、地域企業

の人材確保・育成や、若年者の就職支援に関する具体的な取り組みを進められたい。 
 
（６）トライアル雇用・紹介予定派遣制度の拡充 
トライアル雇用、紹介予定派遣制度について、中小企業による活用が促進されるよう

実施期間の延長や対象の拡大、試行雇用奨励金の増額など、制度の拡充とともに、あら

ゆる機会を通じて制度の周知広報を図られたい。 
 

（７）産学連携による人材育成の推進 

中小企業をはじめ社会で活躍する人材の産学連携による育成を強化するため、関係府

省が連携して、「産学人材育成パートナーシップ」を着実に推進されたい。また、「社会

人基礎力」のさらなる普及を図られたい。 
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（８）キャリア教育・職業教育の推進 
インターンシップや有期実習型訓練などの制度について、より一層の周知を図るとと

もに、教育機関や受け入れ企業が連携してキャリア教育・職業教育を推進できるよう、

省庁の壁を越えた政策連携を強化し、教育内容の更なる充実を図られたい。 
また、人材投資促進税制改正について、引き続き、中小企業等へ周知・普及されたい。 

 
（９）育児・介護休業制度の慎重な対応 
現在国会に提出されている育児・介護休業法改正法案には、企業経営に影響の大きい

制度の義務化が盛り込まれており、改正法の施行までに十分な準備期間を確保すべきで

ある。また、現下の経済情勢、および、中小企業が、雇用維持に必死に努力しながら、

数多くの労働法に同時に対応することが求められている実情を勘案した上で審議すべ

きである。 
 

（10）障害者雇用促進に対する支援 

中小企業による障害者の雇用環境整備に対する支援策を拡充すると同時に、障害者の

雇用意欲があるにもかかわらず雇用が進まない中小企業に対し、適切な支援策を講じら

れたい。また、障害者雇用ファースト・ステップ奨励金について、引き続き、中小企業

等へ周知・普及されたい。なお、障害者手帳を保有していない障害者についても、雇用

率の対象とするよう、検討されたい。 
また、障害者雇用促進法の改正による障害者雇用納付金制度の適用拡大について、中

小企業が十分に対応できるよう周知するとともに、対応が難しい企業に対する支援策を

講じられたい。 
 

２．外国人労働者受け入れについて 
 
国内の雇用環境が悪化する中、国として、外国人労働者の受け入れ体制整備に関し、次

に掲げる措置を講じられたい。 

なお、当面の対応として、日系人離職者に対する再就職支援、および、再就職を断念し、

帰国を決意した日系人離職者に対する帰国支援に加え、現在、国会に提出されている入国

管理法改正法案の速やかな成立・施行、および、再技能実習制度導入など現行の外国人研

修・技能実習制度の拡充を図るべきである。 
 
（１）地方自治体に対する支援 
国は、日本語教育をはじめ、地方自治体が外国人労働者を生活者として受け入れるた

めの体制を整備できるよう、地方自治体に対して一定の支援を行うべきである。 
 
（２）外国人留学生の中小企業への就職支援 
専門的・技術的分野の人材受け入れの一環として、国際化を図る中小企業のビジネス

の拡大および人材確保を支援するため、日本への外国人留学生の中小企業への就職なら

びにインターンシップの受け入れを支援すべきである。 
 
（３）不足が想定される分野における新たな制度の導入 
わが国の労働力人口減少が進む中、とりわけ中小企業は地域や業種によって人材確保
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が困難であり、地域経済の維持および発展のためには人手不足に悩む中小企業への支援

が必要である。 
具体的には、今後、不足が想定される分野における人材の受け入れについて、一定の

管理のもとに外国人労働者の就業を認める制度を導入すべきである。 
 
３．雇用保険制度における国庫負担の継続および雇用保険二事業の抜本的見直し 
 
（１）国庫負担の廃止、減額に反対 
雇用保険制度の国庫負担の見直しについては、現状でも本来の負担額の55％に引き下
げられている国庫負担の廃止もしくはさらなる減額は到底容認できない。 
雇用保険制度の保険料は、労使折半による負担とともに国庫負担により賄われている

が、これは、失業の予防および対策において、政府がその責任の一端を担うべきである

との考え方に基づくものであり、国は雇用保険制度の安定的運営のために財政的責任を

負っている。 
 
（２）雇用保険二事業の抜本的見直し 
雇用保険二事業については、失業の予防や雇用安定に有効に機能しているかどうか等

の観点から、引き続き、廃止を原則として徹底的な評価を行い、料率の引き下げを含め、

そのあり方について抜本的な見直しを行われたい。 
 
４．中小企業における企業年金制度の充実強化 
 
（１）適格退職年金制度の移行促進のための広報強化・相談体制の拡充ならびに中小企業

の閉鎖型適格退職年金受給者に関する税制措置の延長 
適格退職年金制度に関する税制優遇措置は、平成 24 年 3 月末に廃止されることが決

定しているが、平成21年3月末現在でも、350万人（2万5,000件強）の契約が残った

ままになっているのみならず、これまで他の制度に移行したもののうち約4割が解約と

なっている。中小企業従業員の老後保障の充実強化、ひいては中小企業の健全な発展の

ために、以下の措置を講じられたい。 
(ⅰ) 適格退職年金制度の廃止に伴う退職給付制度や退職金・年金規程の見直しの重要
性についての周知広報のさらなる強化と相談体制の拡充 

(ⅱ) 倒産等により、本人の意志にかかわらず閉鎖型適格退職年金として取り残される中
小企業の閉鎖型適格退職年金の年金受給者に関する税制上の優遇措置の継続 

 
（２）最適な企業年金制度を構築しやすい環境の整備 
雇用の7割を支えている中小企業における企業年金制度を充実させることは、国民の

老後の生活の充実と安定に繋がることに鑑み、中小企業が最適な企業年金制度を構築し

やすい環境の整備を図るため、以下の措置を講じられたい。 
(ⅰ) 特別法人税の撤廃 
(ⅱ) 確定拠出年金制度における中途引き出し要件の一層の緩和、年齢・加入期間によ
る制約の緩和ならびに個人型確定拠出年金の対象拡充等 

(ⅲ) 確定給付と確定拠出の双方の特徴を持つ新たなハイブリッド型企業年金の創設 
(ⅳ) 中小企業従業員のニーズの多様化に対応するため、総合型確定給付企業年金およ
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び総合型確定拠出年金への従業員単位での任意加入の認可 
 

（３）特定退職金共済制度の拡充 
現在、中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲の拡大について検討が進められて

いるが、その拡大がなされることになった場合には、特定退職金共済制度においても、

加入対象者の範囲を中小企業退職金共済制度と同様に拡大されたい。 
現在の特定退職金共済制度は所得税法施行令を根拠としているが、将来的にも安定し

た制度とするためにも、受給権の保護等を担保する仕組みなどを盛り込んだ早急な法的

整備の実現を図り、適格退職年金からの非課税移換を実現されたい。 
 
５．仕事と子育ての両立支援に取り組む中小企業への支援の拡充 

 
仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む中小企業に対する子育て支援助成金の拡

充や顕彰制度、税制面での優遇措置の付与、低利の融資制度の創設、公共事業の入札要件

への一定の評価、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「認定マーク」の付与に際して中

小企業の柔軟な対応が評価されるような認定基準の見直し（例えば、「男性の育児休業取得

者 1 名以上」要件の廃止、「女性の育児休業等取得率 70％」要件の引き下げ）等、中小企

業の自主的な両立支援の取り組みを支援する政策を拡充されたい。 
 

【３】地域振興を推進する 
 
Ⅰ まちづくりの推進 
 
１．中心市街地の活性化等まちづくりの推進 
 

コンパクトで賑わいのあるまちづくりが全国的に推進されるよう、下記支援策の拡充を

図られたい。 

また、改正まちづくり3法の実効性を確保し計画的な土地利用を実現するため、都市計

画法等の抜本改正を検討するとともに、農地法・農振法の改正を踏まえた農振除外、農地

転用に関する手続きの厳格な運用、地域の実情に応じた「ゾーニング」条例・ガイドライ

ンおよび、大型店・全国チェーン等による地域貢献のあり方を定める条例・ガイドライン

の制定等を促進されたい。 
 

①中心市街地活性化法に沿ったまちづくりへの取り組み支援 
・中心市街地活性化基本計画の総理大臣認定数を増加させるべく、国から市町村に 
対する積極的な働きかけ 
・中心市街地活性化協議会の常勤スタッフの人件費に対する助成制度の創設等協議 
会運営支援の拡充 
・中心市街地商業活性化アドバイザー（協議会、商店街）および商業活性化アドバ

イザー派遣事業におけるアドバイザーの無料派遣期間の拡大 
・戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募対象となる民間事業者の

補助率（1/2）引き上げ 
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・暮らし・にぎわい再生事業の拡充   
 ・空洞化が進む商店街における不動産の所有と利用の円滑な分離を図るための中心

街再生事業支援策の拡充および空き店舗の再活用を促すためのインセンティブの

設定 
 
②環境にやさしい中心市街地の実現  
・地域公共交通の活性化・再生総合事業予算の増額   
・地域における自転車の利用環境の整備の促進 

 
③その他のまちづくり関連施策 

   ・地域の特性を生かした個性あふれるまちづくりを推進するためのまちづくり交付

金の拡充 
   ・民間の担い手によるまちづくり活動を促進するためのまちづくり計画策定担い手

支援事業の拡充、まちづくり会社等への無利子貸付制度の活用促進、歩行者ネッ

トワーク協定の普及・推進 
   ・優良な都市開発事業を推進するための街なか居住再生ファンド、まち再生出資業

務、都市再生支援業務の拡充 
   ・都市景観、防災対策、バリアフリー化等のための電線地中化の推進 
 
２．コミュニティ維持・再生の観点からの商店街の活性化等 
 

日本商工会議所はじめ中小企業関係4団体は、株式会社全国商店街支援センターの設立

等、地域コミュニティの重要な担い手である地域商店街活性化のため、人材育成等の諸事

業を展開している。ついては、地域商店街活性化法の早期成立および円滑な施行とともに、

以下の事項の拡充を図られたい。 

 

①環境にやさしく、少子高齢化等の社会的課題に対応した商店街の活性化に対する支

援策 
   ・環境、少子高齢化等に対応する取り組みを通じて商店街等のにぎわいを創出する 

中小商業活力向上事業予算の増額 
 
②地域商業活性化に対する支援 
 ・生鮮食品等の物流と情報の共同化を図るためのボランタリーチェーン方式等の一 
層の普及 
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金、食品小売機能高度化促進事業の拡充 
・顧客分析等を可能にするポイントカードシステムの導入 
・中小小売業でもネット販売に取り組めるようにするためのインフラ整備の推進 
・空き店舗を活用した植物工場の設置にかかる支援策の拡充 
 

 ③ライフライン機能を備えた拠点整備のための総合的な施策 
   ・地域のコミュニティ機能を維持し、交通弱者である高齢者・独居世帯が支障なく 

日常生活を送れるようにするための、以下のライフライン機能を備えた拠点づく

り対策の実施 
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(ⅰ) 生鮮食料品と日用必需品など最低限の消費機能 
(ⅱ) 高齢者・独居世帯の安否確認 
(ⅲ) 安全・安心の確保      など 
 

Ⅱ 地域産業振興策の抜本的拡充 
 
１．地域資源∞全国展開プロジェクトの拡充 

 
地域の資源を活用した観光資源開発、特産品開発とその販路開拓、農商工連携などの取

り組みを支援する「地域資源∞全国展開プロジェクト（小規模事業者新事業全国展開支援

事業）」について、支援事業の複数年度化等の拡充を図られたい。 
 
２．ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業の拡充 
 
内外市場で通用する地域のブランド力の育成・強化を目的とする「小規模事業海外市場

進出支援事業費補助金（JAPANブランド育成支援事業）」の実施地域をサポートする「JAPAN

ブランド戦略展開事業」について、海外の常設展示場の創設等、支援策を強化されたい。 
 

３．地域産業振興のための各種支援策の戦略的な連携強化と新たな販路拡大策の創設 
 
地域資源の発掘から内外市場への展開まで体系的に地域ブランドを構築できるよう、地

域資源∞全国展開プロジェクト事業からJAPANブランド育成支援事業等への連携の強化

を図られたい。 

また、地域資源を活用して開発された地域ブランドの販路拡大に結び付くよう、テスト

マーケティングの充実など新たな支援措置を講じられたい。 
 

Ⅲ 地方幹線道路・整備新幹線等の早期整備 
 
道路は地域間格差の是正や地域活性化、ひいては国全体の成長力向上のために必要不可

欠な社会インフラであり、国際競争力を強化させる上でも極めて重要である。このため、

今後とも無駄を排し最小限のコストで整備する取り組みを行いつつ、「国土開発幹線自動車

道建設会議」（平成 21年 4月 27日）で決定された区間の早期開通はもとより、「経済危機
対策」（同 4月 10日）に盛り込まれた「国土ミッシングリンク」の結合等について、早期
に実行されたい。 
道路整備にあたっては、最新の需要予測のデータ等に基づき整備計画を検討することに

なるが、その際、単に費用対便益だけではなく、幹線道路とそのネットワークが持つ社会

的な波及効果に加え、国民生活上の視点も最大限、重視すべきである。 
また、「経済危機対策」において着実な整備を行うことが盛り込まれた整備新幹線につ

いては、交通や物流の効率化および地域の再生・活力強化の観点から、早急かつ着実に整

備を進めるべきである。 
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【４】経営環境変化に即した新たな展開を支援する 
 
Ⅰ 省エネ・低炭素経営の促進 
 
１．中小企業の省エネ・低炭素経営の促進に対する支援 
 
中小企業が生産性の向上や経営基盤の強化を図るためには、省エネルギー化を推進し、

省エネ・低炭素経営を促進することが極めて重要である。また、わが国の地球温暖化対策

を一層推進するためには、京都議定書目標達成計画、および、2020年までの中期目標を踏

まえて、企業や市民が環境に配慮した取り組みを自主的・前向きに行うことが不可欠であ

る。 
そのためにも、以下に掲げる支援措置の拡充をはじめ、政策金融機関の活用による資金

面の援助や技術開発面等の支援などを講じられたい。その際、各地域における積極的な情

報提供等により、中小企業の取り組みや環境教育等の推進を図られたい。 
 
（１）中小企業による省エネルギー化・温室効果ガス削減の推進 
  中小企業が省エネルギー化や温室効果ガスの排出削減に自主的に取り組むため、以下

の措置を講じられたい。また、中小企業における地球温暖化対策を一層推進するため、

商工会議所が自主的に行っている環境に配慮した取り組みを強力に支援されたい。 
 
 ①省エネルギー化・温室効果ガス削減の推進 

・省エネ無料診断の拡充 
・環境マネジメントシステム認証の取得・更新費用への補助制度の導入など支援 
制度の拡充 
・事業所・住宅等への省エネルギー･新エネルギー設備の導入について、地域協議 
会を組織して申請することとなっている補助対象要件に、個別企業や住宅を追 
加するなどの要件緩和 
・中小企業による「エコ通勤」推進の取り組みを促進するための支援制度の充実 
・中小企業自らが温室効果ガス排出の実態を把握するための動きに対する支援制 
度の拡充 

    
②省エネルギー化・温室効果ガス削減支援新制度の創設 

・中小企業の環境対策や環境ビジネス進出の相談に応じる専門家の登録・派遣へ 
の支援制度の創設 
・温室効果ガス排出削減等に関する説明会等の開催への支援制度の創設 

 
（２）中小企業向け税制措置の恒久化、融資制度の要件緩和、補助制度の拡充・利便性向

上 
中小企業による省エネルギー・温室効果ガス削減に資する設備等の導入や、環境・エ

ネルギー分野の技術開発等を促進するための税額控除や特別償却制度（エネルギー需給

構造改革推進投資促進税制）が平成22年度までの時限立法とされているため、これを恒

久措置とされたい。 
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また、環境・エネルギー対策貸付制度について、利便性向上のため、省エネルギー効

果や温暖化ガス削減効果の要件を緩和されたい。 
さらに、温室効果ガス排出削減支援事業など中小企業による省エネルギーや温室効果

ガス削減に資する各種補助制度について、制度を拡充するとともに、その公募に際して、

事前の告知期間や十分な公募期間を設けて応募しやすくすること、手続きを簡素化する

ことなどにより、中小企業にとっての利便性の向上を図られたい。 
 

（３）国内クレジット制度の利用促進等のための支援措置の拡充 
大企業等の資金・技術を活用し、中小企業等の温室効果ガス排出削減を進める仕組み

である「国内クレジット制度」の利用促進を図るため、「中小企業等に対するソフト支

援事業」を継続・拡充するとともに、以下の点について措置を講じられたい。 
(ⅰ) 制度普及のための広報活動の推進 
(ⅱ) 排出削減事業計画の無料作成支援の継続実施 
(ⅲ) 排出削減計画審査費用、排出削減実績報告書確認費用およびモニタリングに関す 
る費用の100％補助への拡大 

(ⅳ) クレジットの買い手である大企業等と中小企業等とのマッチング支援の拡充 
 
（４）国内クレジットの税務上の支援 
  国内クレジットを取得した企業が、わが国の温室効果ガス削減に貢献する自主行動計

画等の目標達成のために同クレジットを活用した際、京都メカニズムクレジットと同様

に、クレジット取得費用の全額を法人税法上の損金算入が可能となるよう措置を講じら

れたい。 

 
（５）新エネルギー等の利用促進 
  太陽光発電、太陽熱利用、燃料電池など、先進的な新エネルギー等の設備を導入する

中小企業に対し、利便性の一層の向上のため、その取り組みを支援されたい。 
  また、温室効果ガスの排出を伴わない風力発電や太陽光発電などの、再生可能エネル

ギーから電力を得ることによる環境付加価値を証書化した「グリーン電力証書」の購入

費用について、法人税法上の損金算入が可能となるよう措置を講じられたい。 

 
２．「環境」を名目にした新たな税負担増反対 
 
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの総排出量に応じて課税する新たな税は、「環

境と経済の両立」を阻害するものであり、「環境」を名目に、事業者・国民に対して新たな

税負担増を求めることには反対である。 
なお、国内排出量取引制度の本格導入については、同制度が地球温暖化対策のあくまで

一手法であることを踏まえ、「環境と経済の両立」を基本とし、現在行われている試行的実

施の結果も踏まえて慎重に検討されたい。 
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Ⅱ ＩＴ利活用の促進 
 
１．中小企業のＩＴ化支援 
 
（１）中小企業へのＳａａＳ等の普及 
IT関連要員を抱えることが難しく、またセキュリティ対策が不十分になりがちな中

小企業にとり、インターネットを活用したソフトウエア提供サービスである SaaS／

ASP の導入が極めて有用である。中小企業の経営力・生産性向上に向け、その先鞭を

つけたJ-SaaS事業は、平成21年3月に一般公開されたところであるが、全国の中小

企業に対して、その有用性をPRし活用を促すためには、平成22年度以降も引き続き、

国の主導により、十分な周知徹底を図られたい。 
 
（２）地域ＩＴベンダによる中小企業のＩＴ化支援の強化 
中小・中堅企業が競争力を強化するためには、当該企業独自の製造手法や営業ノウ

ハウ等を反映したシステム開発・運用が不可欠であるが、今後の経営環境変化の加速

化により、よりタイムリーに、かつ低コストなものが求められる。このような企業ニ

ーズに対して、各経済産業局において実施されている「地域イノベーション・パート

ナーシップ」事業により、健全な地域の中小ITベンダの育成・組織化を行い、いわゆ

る“地産地消”型による、きめ細かい中小企業のIT化支援を強化されたい。 
 
（３）オンラインによるＩＴ支援専門相談体制の構築 
地域中小企業に対するIT支援事業については、地域力連携拠点事業の活用等により、

IT コーディネータや中小企業診断士などの IT 支援専門家と連携した支援が不可欠で

あるが、これらの人材は3大都市圏に集中しており、地域ニーズに対し、きめ細かく

対応できる体制にあるとは言い難い。地域中小企業のIT関連の課題を早期に解決に導

くために、オンラインによるIT支援専門相談体制を構築されたい。 
 

２．ＩＴ利活用環境の整備促進 
 
（１）中小企業の電子政府・電子自治体の利用促進支援 
政府が推進する電子政府・電子自治体について、中小企業の利用促進を図るために、

インターネットの接続をはじめ、電子証明書の設定、電子政府・電子自治体サービス

の利用等の手続き全般について、ワンストップで利用できるサポート・デスク機能を

設けられたい。 
また、電子政府・電子自治体の普及のためには、諸外国の事例を勘案のうえ、印紙

税等の免除や電子行政手続きに関する手数料等の引き下げ、処理期間の短縮等のイン

センティブ策を引き続き積極的に講じられたい。 
 
（２）地域におけるデジタル基盤の整備促進 
近年、企業取引等におけるデジタル化の進展を受けて、大容量通信回線が必要不可

欠となっている。特に、地方における光ファイバ網をはじめ超高速ブロードバンドに

ついて、ユニバーサルサービスの観点に立ち、遅滞なく基盤構築を進められたい。 
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（３）中小企業の情報セキュリティの向上支援 
中小企業では、人的、資金的な経営資源の不足から、顧客情報等の管理体制の整備

が遅れ、情報漏洩等のリスクを抱えている。このため、広く中小企業の経営者等に情

報機器の管理や従業員教育の必要性等に関する情報セキュリティの指針や管理方法の

具体策を示すとともに、その普及の徹底を図られたい。 
 
Ⅲ 国際化、グローバル化への対応 
 
１．中小企業の海外へのビジネス展開に関する支援の拡充 
 
今後、少子化が一層進展する中、すでに多くの日本企業が進出し一定の投資環境が整い

つつある東アジア諸国のほか、新たな可能性をもった南西アジアなどを中心として、世界

各国への中小企業によるビジネスの展開が期待される。 
こうした中小企業の国際ビジネス展開に関しては、代金回収の問題をはじめ様々な問題

に対し、国内外における、きめ細かい相談・情報提供などのサポート体制の整備やそのた

めの人材育成など、日本の関係機関等による支援機能を一層強化されたい。また、日本政

策金融公庫の海外展開資金の融資枠の大幅拡大、国際協力銀行の投資金融における協調融

資制度の見直しや海外貿易開発協会の専門家派遣事業における派遣期間の延長、補助率の

引き上げなどの拡充を図られたい。 
海外事業への資金融資に関しては、現地での資金使途等に関する審査や確認が難しいこ

とが、融資が進まない要因の一つとなっている。海外にネットワークを持つ関連諸機関の

連携によってその改善が図られるよう、公的支援策を講じられたい。 
また、中小企業の海外見本市等への出展に対する助成等を強化されたい。 

 
２．海外との経済連携の戦略的展開 
 
政治のリーダーシップのもと、オーストラリア、インドなど経済的観点のみならずエネ

ルギーや食糧安全保障の観点から重要な国・地域との間で、貿易・サービスの自由化のほ

か、投資や知的財産分野のルール整備、産業協力などを含む質の高いEPAを速やかに締結

されたい。また、WTOドーハ・ラウンド交渉についても、早期の再開が望まれる。 
こうしたEPA等の進展にともない、農業を含む国内の地域産業や中小企業が、厳しい環

境に直面することも予想されるが、中小企業等がそれに対応できる体質強化のための環境

整備に努められたい。 

さらに、EPA がより有効に活用され、中小企業等がその便益を享受できるよう、原産地

規則など制度内容や活用メリットについて、一層の広報に努められたい。 
 

【５】企業活力増進のための税制改革を求める 
 
１．中小法人税制等の拡充 
 
（１）中小企業の経営基盤強化のための税制措置 
中小企業の経営基盤を強化する観点から、中小企業の軽減税率の適用所得金額（現行
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800 万円）の引き上げ等を図られたい。また、中小企業の設備投資の促進、研究開発力

の強化の観点から、今年度末に適用期限を迎える、中小企業投資促進税制、中小企業技

術基盤強化税制、少額減価償却資産の特例等を拡充・延長されたい。 
ちなみに、韓国では今年、法人税率の引き下げや適用所得金額の見直しを実施した。

その結果、適用所得金額2億ウォン（約1,600万円。改正前1億ウォン（約800 万円））

以下の中小企業等の法人税率は11％（改正前13％）となり、さらに、2010 年からは10％

に引き下げられる。 
 

（２）ベンチャー・新規創業支援のための税制措置の拡充 
わが国経済の活力を将来にわたって維持・強化していくためには、ベンチャー・新規

創業企業の存在が極めて不可欠である。このため、創業者の親族から贈与された創業資

金に係る贈与税の非課税枠の創設、創業後 5年間に生じた欠損金の無期限の繰越控除の
創設など、ベンチャー・新規創業企業のスタートアップを支援するための税制措置を図

られたい。 
 
（３）交際費の全額損金算入 
交際費は、既存顧客との関係維持や新規顧客の開拓に資する支出であり、企業会計原

則においては全額が費用計上されるが、税務上は一部を除いて損金算入ができない。中

小企業においては、大企業と異なり取引先が限定されるケースが多く、特定の取引先に

対する営業活動として交際費の支出は必要不可欠である。このため、中小企業の交際費

は、全額損金算入とすべきである。 
 
（４）役員給与の損金算入制度の見直し 
平成 18 年度税制改正において、原則、役員給与の損金算入を認めず、一定の役員給

与（定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与）のみ、例外として損金算入を認

める制度となったが、そもそも役員給与は職務執行の対価であるため、原則、損金算入

とすべきである。 
特殊支配同族会社における役員給与の損金算入制限措置については、個人事業者が節

税目的から安易に法人成りすることを防ぐという本来の趣旨とは異なり、従業員規模、

業歴とも十分に備えた一般的な同族会社も対象になっており、他の会社との公平性を欠

くなどの問題点があるため、本措置は廃止を含め速やかに見直すべきである。 
 
（５）利子税・延滞税の軽減 
利子税・延滞税は、昨今の金利状況と照らして高利率で課税されており、資金繰りが

非常に厳しい中小企業に対し過大な負担を強いている。このため、利子税・延滞税の利

率の引き下げ、軽減期間（現行2ヵ月）の延長を図られたい。 
 
２．事業承継に係る税制措置の拡充 
 
（１）非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の充実化 
平成 21 年度税制改正において、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が
創設されたことは大きな前進である。今後、制度の利用・運用状況等を踏まえ、より活

用されるよう必要に応じ制度の充実化を図られたい。 
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信託を利用した事業承継については、事業承継手段の選択肢を増やす観点から、納税 
猶予制度の適用対象に株式の信託を活用した場合を含められたい。 
  
（２）親族外の事業承継の円滑化を図るための税制措置 
親族以外の役員・従業員等を後継者とする事業承継にあたり、後継者へ自社株式を財

産評価基本通達評価額より相当程度低い金額で譲渡すると、評価額と譲渡価額との差額

に対し贈与税が課されることとなり、親族外の事業承継の妨げとなることがある。この

ため、親族外への円滑な事業承継を支援するための税制措置を講じられたい。 
 

（３）取引相場のない株式の評価方法の改善 
取引相場のない株式の評価は、中小企業経営者が経営努力により企業価値を向上させ

ればさせるほど評価額が高くなり、相続税負担が重くなるという弊害が生じている。今

般、創設された事業承継税制は画期的な制度であるが、同制度の施行後といえども、親

族間等で分散した株式の後継者による買い戻しなど、過大な株式評価が大きな支障とな

る。また、「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」（平成 21 年 2 月）に

おいては、実務上広く活用されている収益還元方式や DCF（ディスカウント・キャッシ

ュ・フロー）方式など多様な評価方法が提示されたところである。 

以上を踏まえ、円滑な事業承継を加速する観点から、財産評価基本通達における取引

相場のない株式の評価方法を見直されたい。 
 
３．地域の中小企業の活力増進を阻害する税制の是正 
 
（１）固定資産税の負担軽減等 
商業地等における固定資産税の負担は、地価が下がっているにもかかわらず負担調整

の引き上げ等によって高水準で推移しており、経済情勢が厳しい中、中小企業者にとっ

て過大な負担となっている。このため、地域経済の活力増進の観点から、固定資産税の

評価方法の改善や税率引き下げ、負担調整措置による上限（現行70％）の引き下げなど

の軽減措置を講じるべきである。 
  償却資産への課税については、国際的にも例外的な制度であり、わが国産業の国際競

争力を削ぐことから、即刻、廃止すべきである。 
 
（２）事業所税の廃止 
事業所税は、都市部の企業にのみ課税され自治体間の公平性の観点から問題であり、

対象都市部への新規開業や事業所の立地を阻害していることから、早急に廃止すべきで

ある。 
 
（３）法人への安易な超過課税、独自課税導入の反対 
地方自治体においては、財源確保のため、標準税率を超えた率で課税する超過課税や

条例による独自課税を導入しているところがあるが、超過課税の90％超を法人から徴収

している現状等を鑑みると、法人への安易な課税は行うべきではない。 
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４．簡素な税制による必要最小限の納税事務負担 
 

近年、税制が複雑化し、納税事務が煩雑になってきている。わが国では、国税、地方税、

社会保険料の徴収機関は縦割りとなっており、一体的徴収を進めている欧米諸国と比べて、

納税者・徴収機関双方に余計なコストがかかっている。人的資源に乏しい中小零細事業者

にとっては、納税事務が大きな負担となっている。 
このため、税制改正にあたっては、納税者に分かりやすい簡素な税制にするとともに、

納税者の事務負担や事務コストを最小限にすべきである。 
 
５．税制抜本改革への対応 
 
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成21 年 4 月 1 日施行）の附則第104 条にお

いて、景気回復や行政改革、歳出の無駄の排除を前提に、消費税を含む税制の抜本的な改

革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずることが規定されたが、まず

は、現下の非常事態であるわが国経済をしっかり回復させることが最優先課題である。消

費マインドが低迷しているときに、消費税率引き上げを強調しすぎると、消費の足を引っ

張り、結果として景気を低迷させることになる。 
さらに、将来にわたって国民が安心して暮らせる持続可能で信頼性の高い社会保障制度

を早急に構築し、国民の理解を得ることが先決である。その財源のあり方の検討がなされ

る場合は、税体系を総合的に検討する必要がある。仮に消費税の検討を行う際には、まず

は、わが国がデフレ懸念から完全に脱却し景気が回復すること、国・地方とも国民が納得

しうる程、無駄な歳出を削減すること、困難な価格転嫁や増大する事務負担などの中小企

業への悪影響を無くすことなどを、国民や事業者に明示し、十分な理解を得ることが必要

不可欠である。 
なお、低所得者に対する逆進性緩和策については、現在、政府税制調査会で検討が進め

られている「給付付き税額控除」の導入など、歳出面を含めた総合的な取り組みで対応す

ることとし、消費税の複数税率は極力回避すべきである。 
 

                             以 上 


