
１．組織概要 ４．教育情報事業（講演会・研修会・勉強会・見学視察・その他）
（１）合計予算額 34,494,811 円
平均予算額 1,231,958 円

組合士（協）会主催 39 回
（２）会員数 2,094 人 中央会と共催 12 回

１（協）会当たり平均 72 人 その他 19 回
男性平均 54 人 計 70 回
女性平均 9 人

最大 598 人 （東京都）

最小 16 人 （和歌山県） ５．福利厚生（新年会・忘年会・レクリエーション・その他）

（３）１人当たり平均会費額 7,143 円 懇親会 30 回
忘年会・新年会 7 回

（４）中央会等からの補助 レクレーション 2 回
中央会からの補助 13 （協）会 その他 0 回

計 39 回
１協会当たり平均 132,325 円 １（協）会平均 1.3 回

（５）会議の開催状況 ６．その他会議会合等（ブロック会議・その他）
理事会 平均 3 回 ブロック会議・連合会総会・全国交流研修会 23 回

総会・役員会・監事会等 5 回
（６）機関紙の発行 2 （協）会 その他 2 回

計 30 回

２．調査研究事業実施（協）会 3 （協）会 １（協）会平均 1.0 回

３．組合士制度の普及促進に関する事業 22 （協）会

（　）内は平均出席者数

平成２６年度　組合士（協）会活動状況調査結果概況

全国中小企業組合士協会連合会

- 1 -



　　平成26年度　組合士（協）会活動状況調査結果

計 男性 女性 総会

青森県 田　中　喜久男 八戸鉄工協同組合　専務理事 理事９名、監事２名 ２年 組合士 64 52 12 1,100,000 7,000 Ｂ 50,000 ９月 1 回 なし

岩手県 似　内　裕　司 花巻機械金属工業団地協同組合　専務理事 理事７名、監事３名 ２年 組合士 56 35 21 290,000 5,000 なし ７月 1 回 なし

１．組合士 32 20 12

２．試験合格者 0 0 0

１．組合士

２．試験合格者

山形県 佐　藤　克　也 － 理事２名、監事１名 ２年 組合士 19 17 2 40,000 5,000 なし － なし

１．組合士 39 35 4

２．試験合格者 1 1 0

３．受験予定者 0 0 0

埼玉県 川　島　　　豊 トキワビジネス協同組合　理事長 理事１２名、監事２名 ２年
１．組合士
２．試験合格者

66 51 15 2,200,633 12,000 なし ２月 3 回 なし

千葉県 鈴　木　　　勇 千葉港港湾運送事業協同組合　事務局長 理事１２名監事２名 ２年
１．組合士
２．試験合格者

70 63 7 1,311,000 4,000 Ａ 67,000 ６月 4 回 なし

東京都 黒　川　政　春 東京都左官工業協同組合　顧問 理事４７名、監事２名 ２年
１．組合士
２．試験合格者

598 536 62 6,600,000 5,000 Ｂ 300,000 ５月 10 回 なし

１．組合士 7 6 1

２．試験合格者 15 - -

１．組合士 70 61 9

２．試験合格者 2 2 0

静岡県 横　山　辰　雄 下田青果商協同組合　監事 理事7名、監事２名 ２年 組合士 42 31 11 1,500,000 別紙 Ｂ 100,000 ９月 4 回 なし

愛知県 倉　本　繁　八 － 理事6名、監事２名 ２年 組合士 53 45 8 1,800,000 8,000 Ｂ 50,000 ６月 ３回（H10）

岐阜県 市　原　敬　夫 川崎岐阜協同組合　参与 幹事５名、監事２名 ２年 組合士 39 36 3 950,000 別紙 Ｂ 38,880 ６月 なし

京都府 高　木　啓　暢 京都府茶協同組合　事務局課長 理事９名、監事２名 ２年 組合士 59 - - 870,000 6,000 Ｂ 288,000 ６月 6 回 なし

大阪府 角　　　　　満 有限会社経営ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ研究所　代表取締役 理事１５名、監事２名 ２年 組合士 125 113 12 3,297,129 別紙 なし ６月 6 回 あり(不定期)

兵庫県 髙　井　史　郎 兵庫県電気工事工業組合 理事１０名、監事２名 ２年 組合士 73 65 8 900,000 12,000 Ａ 200,000 ６月 3 回 なし

和歌山県 不　　　在 － － － 組合士 16 15 1 0 なし － なし

島根県 福　田　　　稔 協同組合島根県鐵工会　総務部長 理事７名、監事１名 ２年 組合士 47 35 12 1,120,563 なし ７月 1 回 なし

岡山県 藤　本　十七三 （有）藤孫商店代表取締役 理事１１名、監事２名 ２年 組合士 80 74 6 866,000 なし ８月 2 回 なし

広島県 永　井　幸　雄 広島食糧協同組合　常務理事 理事６名、監事２名 ２年 組合士 56 46 10 1,200,000 Ｂ 95,000 ７月 2 回 なし

山口県 的　場　弘　司 山口県北西部生コンクリート協同組合 事務局長 理事6名、監事１名 ２年
１．組合士
２．試験合格者

35 31 4 1,113,000 なし ８月 3 回 なし

徳島県 影　山　義　郎 徳島光メディア協同組合  代表理事 理事２名、監事２名 ２年 組合士 21 16 5 330,000 3,000 なし １月 なし

福岡県 吉　廣　英　二 中小企業物流協同組合　理事長 理事６名、監事２名 ２年 組合士 51 50 1 701,000 12,000 なし ６月 2 回 なし

１．組合士

２．試験合格者

大分県 後　藤　　　豊 大分県中古自動車販売商工組合 理事７名、監事１名 ２年 組合士 37 28 9 1,100,000 6,000 Ｂ 136,000 ７月 5 回 なし

宮崎県 上　田　八　朗 - 理事3名、監事１名 ２年 組合士 29 23 6 360,000 10,000 なし ６月 2 回 なし

鹿児島県 久木留　　　寛 総合物流協同組合　専務理事 幹事5名　監事2名 ２年
１．組合士
２．試験合格者

49 44 5 882,600 別紙 Ｂ 150,000 ４月 2 回 なし

会員 計 計 計 平均 平均 計 平均 平均 計

29 2,094 1,726 294 1,231,958 7,143 15 132,325 3 2

なし

383,649

－

－

－

－

－

別紙　　　　 Ｂ 100,000

29

12月 3 回宮城県 松　下　　　隆 松下事務所　代表 理事7名、監事２名 ２年 944,000

１．組織概要

なし58 55 3 849,084

２年 1,113,020

別紙

２年

－

4,000喜々津　　　昇 協同組合長崎卸センター　事務局長 なし 1 回

－

会長１名、副会長２名
幹事３名、会計監事１名

長崎県

長野県 関　　　国　男 － 理事１１名、監事２名

別紙

８月

100,000

未定

60,000 ９月

別紙

Ｂ別紙 250,000

114 98 16 なし

補　助　金
A:県等　B：中央会

なし1,357,133 5,00071 42

役員数

２年

なし

会員資格

5

機関紙の発行
（初回）

なし

回

任期

理事１０名、監事２名

会議

理事会他

鈴　木　英　弘

７月堀  川　深　雪

１人当たり年会費

協同組合秋田卸センター　次長 ２年

事業協同組合福島県中小企業家同友会
常務理事兼事務局長

（協）会名

２年

予    算
        (円)

1,316,000

会員数

理事８名、監事２名

会　　　長 所　　　　属

北海道税理士協同組合　事務局長

なし

合計
または
平均

回北海道

別紙

秋田県

3

会員
準会員

福島県 豆腐谷　栄　二

組合士

なし理事５名、監事１名神奈川県 清　水　　　順 －

7,000
3,500

Ｂ

未定 ９月

－

回 なし

別紙　　　　

理事６名、監事２名 ２年 3

７月

Ｂ

－
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（別紙①）

会費基準

北海道

山形県

山口県

岡山県
１人当り１２，０００円/年（但し１組合に４人以上いる場合は４人目
から半額、特別会員３，０００円）

広島県

１人当り　　６，０００円/年（組合所属１２，０００円）

鹿児島県

同一組合所属３人まで　１０,０００円／年
同一組合所属４人以上　８,０００円／年
個人会員　　　６,０００円／年
商工中金会員　８,０００円／年

１人当り　①組合所属　１２，０００
　　　　　②商工中金　１０，０００　円/年
　　　　　③個　　人　　６，０００

１人当り　５，０００円/年（個人会員）
１人当り　８，０００円/年（組織会員等組織に所属している者）

静岡県

大阪府

正会員１人当り　１２，０００円/年
（１組合に複数の組合士が所属する場合は、２人目から６，０００円/
年）
準会員１人当り　６，０００円/年

島根県

組合関係者
１人目　　　 　１２，０００
２～５人目　 　１０，０００
６～１５人目     ８，０００
１６人目～    　 ６，０００
組合関係者以外　 ６，０００
その他（個人）   ３，０００

１人当り　１２，０００円/年
同一組合２人目以降６，０００円
ＯＢ会員３，０００円

長野県
個人会員６，０００円/年、組織会費　１０，０００円/年、組織会員
所属員 ５，０００円/年

５，０００円/年（※商工中金所属組合士からのみ）

１人当り
組合所属会員１０，０００円（同一組合から２名以降は５，０００
円）
個人会員６，０００円

１人当り １２，０００円/年（一団体２名以上の場合２人目以降２，
０００円）
組合・企業に未所属者１，０００円/年

宮城県

岐阜県
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（協）会名 具体的内容

千葉県
中小企業組合士の見識を高めるため、先進企業等への視察を実施している。視察先は日東ベスト株式会社を予定している。（平成２６年１２月５
日予定）

東京都 企業視察見学会の開催

大阪府 OB組合士の資格登録制度・職業紹介事業の可能性を検討中

（協）会名 具体的内容

北海道

「組合運営実務講習会（組合士養成講座）の開催」
北海道組合士会の会員が講師となり、検定試験に向け次の講習を開催した。
　9月10日(水)　組合会計　午前の部（10時～13時）概論　午後の部（14時～17時）試験
　9月11日(木)　組合制度　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　9月12日(金)　組合運営　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

青森県
・中央会事業実施時に制度周知
・機関誌誌面において周知・PR等

宮城県

・中央会通常総会時に組合士認定の授与を行っている
・組合訪問時に中小企業組合検定試験の推奨を行っている
・中央会機関誌に組合士制度について掲載している
・26年度内に宮城県中小企業組合士会会員としての会員証を作成（予定）

秋田県

・秋田県中央会の機関誌「中小企業あきた」に組合検定試験の案内を掲載
・組合事務局への巡回訪問時に全国中央会作成のパンフレットを持参し、受験推奨の実施
・組合士会会員所属組合において、未受験者に対し中小企業組合士の取得について働きかけている
・秋田県中央会の支援団体である秋田県中小企業団体事務局協議会に第1回研修会及び懇親会の参加を呼びかけ、参加者に対して受験
推奨を実施

２．調査研究事業

３．組合士制度の普及促進に関する事業
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（協）会名 具体的内容

福島県

・中央会ホームページでの検定試験の案内掲載
・中央会機関誌へのＰＲ
・中央会主催研修会（トップセミナー、事務局職員セミナー等）でのＰＲチラシ配布
・11月に検定試験受験対策セミナーを開催
・組合事務局への巡回訪問の際にＰＲ。特に県内信用組合へのＰＲ。

埼玉県

埼玉県中小企業団体中央会と連携し、県内組合役職員に対して中小企業組合士制度の啓発・普及活動を行うとともに、組合検定試験
の受験勧奨を行い、新規会員の獲得を図った。
・受験パンフレットの配布：県内７５０組合への送付
・中央会機関誌への掲載、中央会ホームページへの掲載

千葉県

・千葉県中小企業団体中央会と連携し、県内組合の役職員に対し、組合士制度の啓発・普及を行うとともに中小企業組合検定への受
検推奨を行う。
・千葉県中小企業団体事務局責任者協会との連携を強化し、組合運営についての実務的な意見・情報交換の場において、組合士制度
の積極的な活用を提言する。
・組合運営事務（組合士養成）講習会内において、組合士制度についての啓発・普及を行う。

 東京都

・東京中央会の情報誌「中小企業だより」に組合士の執筆記事を掲載
・「組合教室運営コース」で組合士試験の内容と対策を講義
・中央会で作成する各種手引き、名簿（新年賀詞交歓会、表彰式）に組合士制度のＰＲを掲載
・中央会ホームページによる組合士制度のＰＲ
・全国中央会の情報誌「中小企業と組合」に掲載された東京の組合士を紹介

長野県
長野県中小企業団体中央会の事務所を通じて中央会会員へのパンフレット及び受講案内の配布を行っている。
長野県中小企業団体中央会のホームページ及び情報誌に広告を掲載している。

愛知県
平成２６年８月６日開催の情報連絡員会議にて中小企業組合検定試験のパンフレットを配布し、愛知県中小企業組合士会監事成田氏
より、説明を行った。

岐阜県
・岐阜県中央会会報紙への制度普及記事掲載、チラシの同封
・岐阜県中央会主催の研修会案内文書の送付

- 5 -



（協）会名 具体的内容

京都府
・他機関との連携事業(研修会)を通して組合士制度の周知
・検定英検受験対策講座の実施運営

大阪府
・組合士制度についてのパンフレットを配布
・大阪府中央会会員組合宛に受験案内と受験申込書の送付
・ホームページ、メールマガジンによる制度の紹介

兵庫県

・会長と事務局とで組合を訪問し、普及活動を行っている
・組合士以外の方も受講可能なセミナーを提供している
・中小企業組合士受験対策講座の実施（１０月）
・協会名簿を箔押したクリアファイルを作成（予定）

島根県 巡回支援に併せて、制度のPRを実施。

岡山県
・岡山県中央会会誌やHPへの制度普及記事掲載
・会長と事務局職員が一緒に組合へ訪問し、制度紹介及び受験の推奨

広島県 会報誌「中小企業ひろしま」において、組合士制度の概要及び中小企業組合検定試験受験者募集の広告及び普及促進を実施。

山口県 ホームページによる情報発信

福岡県
・福岡県中央会発行機関誌「ニュースふくおか」にて受験勧奨とＰＲ
・中央会主催の事務局長会議等での受験勧奨とＰＲ

長崎県
長崎県中小企業団体中央会の傘下会員である組合の事務局専従役職員で構成する事務局代表者協議会会員に対し、中小企業組合検定
試験の受験勧奨を行っている。
また、長崎県中小企業団体中央会の機関誌やホームページにて中小企業組合検定試験の受験勧奨を行なっている。

大分県 組合検定試験の当地開催及び事前講習会の開催による合格率のアップ

鹿児島県
・中央会機関誌及びホームページ掲載
・組合理事長宛に組合士検定試験受験推進
・試験対策講座開催
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（協）会
名

事業名 テーマ 講師名 内容（概要） 実施主体 参加人数

研修会 ハイヤー業界の実態と課題について
協同組合旭川ハイヤー協会
理事・事務局長　福田　政弘　氏

－
中央会

組合士会
３０名

研修会 サービス産業の接遇について
NPO法人メモリアル
代表理事　高瀬　博　氏

－
中央会

組合士会
３０名

研修会 平成２７年２～３月開催予定 － － － －

その他 組合士手帳の無料配布 － － 組合士会 －

青森県
中小企業組合士

育成事業
県内外の景気動向と商工中金における
近年の取り組み

商工中金青森支店長
市川　忠秀　氏

－ 中央会 ２１名

岩手県 研修会 「国際リニアコライダーについて」
岩手県政策地域部
科学ILC推進室主事
髙橋　秀和　氏

－ 組合士会 ２０名

宮城県 研修会
組合法ケーススタディー
～通常総会から決算関係書の提出まで
～

宮城県中央会
連携推進課長　渡辺　秀己　氏

－ 組合士会 １７名

研修会
（９月）

「自分自身を知り、よりよい人間関係
を築くために」

秋田大学教育文化学部
教授　髙田　知惠子　氏

大学教授、臨床心理士としての
講師自身の関わり方をもとに、
メンタルヘルス対策や人との関
わり方を聴講し、日常生活に応
用できるコミュニケーションの
手法を身につけた

組合士会 ４３名

研修会
（１月）

未定 未定 － 組合士会
３８名

（予定）

４．教育情報提供事業（講演会・研修会・勉強会・見学視察・その他）

北海道

秋田県
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（協）会
名

事業名 テーマ 講師名 内容（概要） 実施主体 参加人数

講習会
管理者等セミナー
～共に長く働くために～

福島学院大学
副学長　星野　仁彦　氏

金融に関するトピックス、中小
企業の景況感、人材育成など

－ １１名

研修会 組合士受験対策セミナー 中央会職員
組合士試験の受験対策の勉強会
を実施

－ １０名

情報提供事業 会員が必要とする資料等を送付提供 －
中小企業金融手帳・中央会機関
誌等

－ －

視察研修会
（懇談会）

「朝日新聞東京本社」の視察を行うと
ともに、組合士の活性化策等について
懇談会を行う

朝日新聞東京本社職員 － 組合士協会 12月予定

視察研修会 未定 未定 － 中央会との共催 27年2月予定

中小企業組合士交流会
（第1回）

商売の見方を変えて経営力アップ
～消費税アップに連動した“求められ
るサービスの質”～

川村中小企業診断士事務所
中小企業診断士　川村　浩司　氏

－ 中央会との共催 ２２名

中小企業組合士交流会
（第2回）

イオンモール幕張新都心
～体験型の新たなショッピングモール
～

イオンモール株式会社幕張新都心事
業部
イオンモール幕張新都心営業部長
東　雅史　氏

－ 中央会との共催 １７名

組合運営実務（組合士養
成）講習会

組合士養成の講習（6回）
中央会指導員（中小企業組合検定合
格者）

－ 中央会との共催 １６名

視察研修 先進企業及び取組み事例の視察 －
先進企業及び取組み事例を視察
する。視察先は日東ベスト株式
会社を予定

千葉県中小企業団体事
務局責任者協会との共
催を予定

未定

福島県

埼玉県

千葉県
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（協）会
名

事業名 テーマ 講師名 内容（概要） 実施主体 参加人数

講演会
ストレス解消とファイティングスピ
リッツ
～笑いと涙の健康法とは～

日本医科大学
名誉教授　吉野　槇一　氏

－ 組合士協会 ４５名

研修会
クレームはビジネスチャンスの宝庫
～企業業績を伸ばすクレーム対応とは
～

中小企業診断士　松本　寿吉郎　氏

中小企業診断士　西條　由貴男　氏
－ 事務局長協会と共催 ６３名

研修会
戦史に学ぶ戦略の構造とメカニズム
～現代の組織に活かす戦略とは～

防衛大学校国際関係学科
教授　村井　友秀　氏

－ 事務局長協会と共催 ７５名

研修会
契約の実務にかかわる基礎知識
～契約上のトラブルを防ぐポイントと
は～

卓照綜合法律事務所
弁護士　深瀬　仁志　氏

－ 事務局長協会と共催 ８４名

神奈川県 その他 組合士手帳の配付 － － － －

組合士認定更新講習会 未定 未定 － 組合士協会 ５０名

組合検定試験事前講習会 組合制度・運営・会計

長野県中小企業団体中央会
　参事　西村　昌二　氏（制度）
　事務局長　井出　康弘　氏（運
営）

長野県中小企業組合士協会
　会長　関　国男　氏（会計）

－ 組合士協会 未定

視察研修会 「組合事業への取組と現状」 －
県内4カ所の組合を訪問し取り
組んでいる事業及び現状につい
てお話を伺う

組合士協会 未定

長野県

東京都

- 9 -



（協）会
名

事業名 テーマ 講師名 内容（概要） 実施主体 参加人数

全体研修会
（組合事務局代表者会

議）

軍師官兵衛に学ぶ、補佐役の極意
～組織を活かす組合理事・事務局の役
どころ～

政治経済評論家　板垣　英憲　氏 －
中央会

県職員協会
１００名

全体研修会 情報多機能端末を利用したセミナー (株)TOKAIコミュニケーションズ － 組合士会 １１名

女性部主催研修会 ホテルシェフに学ぶ“料理教室”
ホテルセンチュリー静岡
レストランシェフ

－ 組合士会 １１名

組合検定試験対策講座 組合検定試験対策講座
組合士会役員
（山川氏、浅井氏、遠藤氏）

－
中央会

組合士会
１６名

愛知県 見学会 未定 － 企業（工場）等視察 組合士会 １６名

教育情報提供事業
研修会

「金融機関から見た融資の際の決算書
のポイントを学ぶ」

株式会社商工組合中央金庫岐阜支店
次長　佐々木　亮輔　氏

－ 組合士協会 １１名

教育情報提供事業
研修会

先進事例視察研修
富山県内の優良組合及び企業の視察

－ － 組合士協会 未定

教育情報提供事業
研修会

組合事務局スキルアップ講座

１岐阜県中央会指導員
２明治大学教授　森下　正　氏
３税理士　今尾　信一郎　氏
４(株)ディセンター　折原　浩　氏
５(株)グレートインフォメーション
ネットワーク
６中小企業診断士　遠藤　久志　氏

－ 中央会 未定

教育情報提供事業
意見交換会

組合活性化のために － － 組合士協会 未定

静岡県

岐阜県
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（協）会
名

事業名 テーマ 講師名 内容（概要） 実施主体 参加人数

新春セミナー 都市格と文化　～京阪神をイメージ～
立命館大学
名誉教授　木津川　計　氏

－ 組合士協会 ２６名

決算講習会 －
立命館大学
教授・税理士　浪花　健三　氏

－
中央会

組合士協会
１０名

税務講習会 －
立命館大学
教授・税理士　浪花　健三　氏

－
中央会

組合士協会
１１名

登記講習会 －
京都地方法務局　法人登記部門
登記相談間　三明　和行　氏
登記専門職　楠元　泰人　氏

－
中央会

組合士協会
１５名

BCP策定支援セミナー 「最悪の被災シナリオと企業のBCP」
関西大学教授
京都大学名誉教授
河田　惠昭　氏

－
中央会

組合士協会
９８名

講演会 関西の中小企業のこれから
近畿経済産業局産業部
サービス産業室長　内海　美保　氏

－ 組合士協会 ３０名

勉強会 組合士試験対策講座
公認会計士
青木　伸文　氏

－ 組合士協会 ２０名

見学会 先進組合の現地視察 未定 － 組合士協会 未定

中小企業組合運営
指導講座（全１５回）

組合役職員の資質向上と組合運営の活
性化

大阪府中央会
連携支援部長　足立　氏　他

－
中央会

（組合士認定更新対象
講座）

各１００名

研修会 タブレット機器入門講座
ドコモショップTabアドバイザー
元町商店街店店長　岩本　麻由　氏

－ 組合士協会 １９名

見学研修会

淡路地域の特徴ある組合・企業の現場
を見学
・淡路瓦工業組合
・ミツ精機株式会社

淡路瓦工業組合
専務理事　竹澤　英明　氏

ミツ精機株式会社
代表取締役　三津　千久磨　氏

－ 組合士協会 １７名

兵庫県

京都府

大阪府
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（協）会
名

事業名 テーマ 講師名 内容（概要） 実施主体 参加人数

セミナー

ホームページ活用セミナー
・第１回「初心者のためのアクセス解
析」
・第２回「中小企業のためのPPC広告活
用」

・第１回
NPO法人デジタルサーカス
代表　岡下　篤司　氏
・第２回
イルデザイン
後藤　由紀　氏

－ 組合士協会
各２０名
（予定）

見学視察会 灘五郷酒造協同組合見学（予定） － － 組合士協会 －

研修会 知っておきたい労務管理のポイント
社会保険労務士　村松事務所
特定社会保険労務士　村松　文治
氏

－ 組合士協会 ２１名

情報提供 中央会機関誌、組合士だより等の送付 － － 組合士協会 －

講習会 NPO法人を通した街作り
NPO法人公共のラクダ
理事長　岡　将男　氏

まちづくり・手法等について
中央会

中国ブロック
組合士会

２５名

視察研修 岡山県内の先進企業視察(予定） － 岡山県内の先進企業視察 組合士会 未定

総会関連行事 組合員企業視察 視察先：食協株式会社
最新の精米施設見学及び新商品
開発・企業戦略について

組合士会 １７名

組合経営講習会
「組合経営講習会」～組合の会計・制
度・運営～

藤原税理士事務所
税理士　藤原　督士　氏

マネジメントオフィス
中小企業診断士　佐藤　卓　氏

組合士会会員、中央会会員組合
の役職員及び中小企業組合検定
試験の受験予定者を対象に、
「組合会計」「組合制度」「組
合運営」についての講習会を実
施。

中央会
広島県中小企業団体事
務局代表者協議会

組合士会

３１名

中小企業組合検定試験受
験講座

組合制度、組合運営、組合会計の受験
講座

藤原税理士事務所
税理士　藤原　督士　氏

広島県中小企業組合士会
理事　寺西　志公　氏

中小企業組合検定試験の受験者
を対象に合格者の増大を目的と
した受験講座を実施。

組合士会 １０名

兵庫県

広島県

島根県

岡山県
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（協）会
名

事業名 テーマ 講師名 内容（概要） 実施主体 参加人数

広島県 研修会（３月開催予定） 組合視察 視察先：協同組合ベイタウン尾道

高度化資金を活用し、組合会館
を新規建設した組合を訪問。控
訴貸し金の活用及び組合事業
（共同冷凍倉庫）の実施状況に
ついて学ぶ

組合士会 ２０名程度

研修会
中小企業における労務管理セミナー
「労働災害のない職づくりのために」

山口労働局労働基準部　健康安全課
地方産業安全専門官　今橋　郁正
氏

労働安全コンサルタント
立石　廣行　氏

－
中央会

組合士会
１２名

見学視察

先進組合・企業の視察
　楠むらづくり株式会社
　山口県赤間硯生産協同組合
　ナチュラルリーンリゾート株式会社
　有限会社つねまつ菓子舗

楠むらづくり株式会社
代表取締役社長　武波　博行　氏

山口県赤間硯生産協同組合
理事長　日枝　敏夫　氏

ナチュラルリーンリゾート株式会社
代表取締役社長　田村　由実子　氏

－ 組合士会 ８名

徳島県 講習会・研修会
来るべき消費増税に向け、組合士とし
てどう対処すべきか

税理士法人徳島
税理士　北條　伊織　氏

－ 組合士協会 ２０名

福岡県 研修会
「組合の価値を高める情報提供の技
術」

フロウシンク代表　米倉　博彦　氏
（中小企業診断士）

－ 中央会 １３名

長崎県 研修会
「長崎県及び国内の経済情勢につい
て」

(株)商工組合中央金庫長崎支店
支店長　森田　洋司　氏

－ 組合士協会 ２８名

講演会 動物と共に生きる
九州動物公園
九州アフリカ・ライオン・サファリ
取締役展示部長　神田　岳委　氏

－ 組合士協会 ３０名

講習会 高崎山のサル社会に学ぶ
大分市高崎山管理公社
楽猿班　藤田　忠盛　氏

－ 九州組合士協会連合会 ３０名

山口県

大分県
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（協）会
名

事業名 テーマ 講師名 内容（概要） 実施主体 参加人数

研修会
「おんせん県おおいた」の観光戦略に
ついて

観光・地域局
観光・地域振興課　観光企画班
主幹（統括）渡辺　修武　氏

－ 九州組合士協会連合会 ３０名

見学視察 五湯苑地発熱電所
西日本発熱電(株)
代表取締役　小俣　勝廣　氏

－ 九州組合士協会連合会 ３０名

宮崎県 研究会
KIGURUMI.BIZ式ブランディング
～チャレンジを続ける女子力の現場～

KIGURUMI.BIZ株式会社
取締役工場長　加納　ひろみ　氏

－ 組合士協会 ２１名

研修会① 桜島灰干しにかける思い
桜島灰干し協同組合
理事長　梛木　春幸　氏

－ 組合士協会 ２５名

視察研修
熊本県人吉市
鹿児島県さつま町

中央会職員 － 組合士協会 １０名

勉強会 中小企業組合検定試験対策講座 中央会職員 － 組合士協会 １０名

研修会② （検討中：平成２６年１月開催予定） （検討中） － 組合士協会
３０名

（予定）

鹿児島県

大分県
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（協）会名 事業名 内容（概要） 実施主体 参加人数 備　考

交流懇談会 懇親会 組合士会 ２６名 通常総会後終了後

交流懇談会 懇親会 組合士会 －
平成26年11月26日ス
キルアップ研修終了
後

交流懇談会 懇親会 組合士会 －
平成27年2～3月研修
終了後

青森県 新年交流会
レディース会、事務局代表者懇話会と合同で講演
会・新年交流会

3団体共催 ３名 －

交流会
懇親会（総会終了後に会員間の更なる親睦を深め
る）

組合士会 ２０名程度 －

忘年会
懇親会（中小企業組合士制度の啓蒙普及につい
て）

組合士会 未定 －

親睦事業
懇親会
役員の交流を図るため役員会終了後に開催

組合士会 ７名 －

親睦事業
懇親会
会員間の交流を図るため研修終了後に開催

組合士会 １７名 －

親睦事業
懇親会
会員間の交流を図るため通常総会終了後に開催

組合士会 －
平成26年12月4日
(木)開催予定

５．福利厚生（新年会・忘年会・レクリエーション・その他）

北海道

岩手県

宮城県
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（協）会名 事業名 内容（概要） 実施主体 参加人数 備　考

親睦事業 懇親会 組合士会 ３８名 －

親睦事業 懇親会 組合士会 ３８名 －

親睦事業 懇親会 組合士会
３８名

（予定）
－

福島県 親睦事業 懇親会 組合士会 １５名 －

埼玉県 親睦事業 総会・新年会での懇親会 組合士協会 未定 －

福利厚生事業
懇親会
（通常総会終了後会員相互の親睦を図る）

千葉県中小企業組合
士会

２１名
平成２６年６月２７
日実施

福利厚生事業
懇親会（忘年会）
（視察研修終了後、会員及び事務局責任者協会と
の親睦を図る）

千葉県中小企業団体
事務局責任者協会と
の共催を予定

未定
平成２６年１２月５
日を予定

親睦事業 懇親会（通常総会終了後） 組合士協会 ３２名 平成２６年度実施

親睦事業 年末懇親会（役員会後） 組合士協会 ２７名 －

相互交流事業 新事業研究部の懇親会 組合士協会 １３名 平成２６年度実施

相互交流事業 女性部の懇親会 組合士協会 １０名 平成２６年度実施

秋田県

千葉県

東京都
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（協）会名 事業名 内容（概要） 実施主体 参加人数 備　考

神奈川県 親睦事業 懇親会 未定 未定 未定

愛知県 親睦事業 懇親会 組合士会 総会参加者
総会終了後に懇親会
を設定している。

福利厚生事業 懇親会 組合士協会 ２４名 －

福利厚生事業 新春懇親会 組合士協会 未定 －

総会懇親会 － 組合士協会 ２６名 －

新春セミナー懇親会 － 組合士協会 ２４名 －

大阪府 懇親会 新規認定者も参加し、会員間の親睦を深めた 組合士協会 ３０名 通常総会と同時開催

島根県 交流会 交流懇親会 組合士協会 １３名 －

岡山県 親睦事業 懇親会（通常総会終了後実施） 組合士会 １９名 －

京都府

岐阜県
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（協）会名 事業名 内容（概要） 実施主体 参加人数 備　考

懇親会　
会員相互の親睦を図るため、総会終了後に実施。
（場所：ホテルセンチュリー21広島）

組合士会 １８名 －

懇親会（３月開催予定）
会員相互の親睦を図るため、研修会後に実施。
（場所：未定）

組合士会 ２０名程度 －

親睦事業 懇親会 組合士会 ７名 －

親睦事業 ゴルフコンペ
組合士会
中央会

１２名 －

徳島県 新年互例会 懇親会 組合士協会 １３名 －

長崎県 懇親会 － 組合士協会 ２３名 －

大分県 福利厚生事業 ボーリング大会
事務局連絡協議会と
の共催

５０名 －

宮崎県 交流会 親睦会 組合士協会 １９名 －

親睦事業 懇親会 組合士協会 ２１名 －

新年会 （平成26年1月開催） 組合士協会
３０名

（予定）
－

鹿児島県

広島県

山口県
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（協）会名 事業名 内容（概要） 参加人数 実施主体 備　考

北海道
東北・北海道ブロック中小企業組合
士協議会・研修交流会への参加

研修交流会 ８名
東北・北海道ブロック中

小企業組合士協議会
－

青森県
東北・北海道ブロック中小企業組合
士協議会３１周年記念大会

視察、記念講演、交流会(岩手県遠野市において) ５名
東北・北海道ブロック中

小企業組合士協議会
昨年は宮城県

岩手県
東北・北海道ブロック中小企業組合
士　協議会研修交流会

交流親睦会 １１名 組合士会 開催幹事県

ブロック会議
・平成25年度経過報告について
・平成26年度第31回交流会の開催について

２名
東北・北海道ブロック中

小企業組合士協議会
－

ブロック会議
・平成26年度上半期活動状況報告について
・平成27年度第32回研修交流会の開催について

２名
東北・北海道ブロック中

小企業組合士協議会
－

東北・北海道ブロック中小企業組合
士協議会研修交流会

（講演）
テーマ：グループ補助金を活用した復旧と課題
講師：中小企業診断士　宮　　　　健　氏

１１名
東北・北海道ブロック中

小企業組合士協議会
－

秋田県
第３１回東北・北海道ブロック中小
企業組合士協議会研修交流会

基調講演、語り部による昔物語、交流懇親会 １２名
東北・北海道ブロック中

小企業組合士協議会
－

福島県 ブロック会議
年３１回ブロック研修交流会に参加、会長会議、
研修会、懇親会。今年度岩手県で開催。

４名
東北・北海道ブロック中

小企業組合士協議会
－

会　議 監事会 ３名 組合士会
平成２６年４月１
６日実施

会　議 理事会（第１回） ９名 組合士会
平成２６年４月２
４日実施

６．その他会議・会合（ブロック会議・その他）

宮城県

千葉県
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（協）会名 事業名 内容（概要） 参加人数 実施主体 備　考

連絡協調事業
（全国組合士協連総会及び組合士
ﾌｫｰﾗﾑへの参加）

全国中小企業組合士協会連合会
平成26年度通常総会及び中小企業組合士フォーラ
ム2014～全国組合士交流研修会～への参加

４名 全国組合士協会連合会
平成２６年６月２
０日実施

会　議 通常総会
７１名

（内本人出
席１９名）

組合士会
平成２６年６月２
７日実施

連絡協調事業
（関東ブロック会議への参加）

関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会（千
葉県）への参加

１６名 組合士会
平成２６年７月２
５日実施

関東甲信越静ブロック中小企業組合
士協議会全体研修会

①講習会
②視察研修会

１３名 千葉県組合士会 平成２６年度実施

同会長会議
①連合会及び各都道府県協会の活動状況について
②次回開催県について

１６名 千葉県組合士会 平成２６年度実施

相互交流事業 新事業研究部研修会 １５名 組合士協会 平成２６年度実施

相互交流事業 女性部の研修会 １０名 組合士協会 平成２６年度実施

神奈川県 その他
「平成２６年度関東甲信越静ブロック企業組合士
協議会」会長及び全体研修会への参加

３名 千葉県組合士会 平成26年7月25日

静岡県
関東甲信越静ブロック中小企業組合
士協議会
会長会議、全体研修会、交流懇親会

イオンモール幕張新都心見学　他 ６名 千葉県組合士会 －

京都府
近畿ブロック中小企業組合士協会
連絡会議

－ － －
台風接近により中
止

大阪府
近畿ブロック中小企業組合士協会
連絡会議

各協会の活動報告並びに課題について 未定 京都府組合士協会
主催は３協会（大
阪・兵庫・京都）
の輪番

千葉県

東京都
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（協）会名 事業名 内容（概要） 参加人数 実施主体 備　考

全士連通常総会等 全士連通常総会・フォーラム・記念式典・祝賀会 １名 全国組合士協会連合会 参加

役員会 総会議案・研修会について １０名 組合士協会 －

通常総会 平成26年度通常総会 ２０名 組合士協会 －

中国ブロック協議会 総会・講習会・懇親会 １名 中国ブロック 参加

岡山県 中国ブロック協議会・通常総会 通常総会・講演・懇親会 ２名
中小企業組合士中国ブ

ロック協議会
－

大分県 ブロック会議
九州中小企業組合士協会連合会
通常総会及び研修会

３５名
九州中小企業組合士協会

連合会
宮崎県開催

九州ブロック中小企業組合士協会連
合会通常総会

九州ブロック中小企業組合士協会連
合会研修会

鹿児島県 九州中小企業組合士協会連合会
・通常総会
・研修会
・視察研修

２６名
九州中小企業組合士協会

連合会
本県参加３名

２６名
九州ブロックの通常総会及び各県の活動状況報
告、現地視察研修等

九州中小企業組合士協会
連合会

島根県

宮崎県 －
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（別紙②）
事業実施状況

北海道 実施（別紙） 4 3 1

青森県 実施（別紙） 1 1 1

岩手県 1 2 1

宮城県 実施（別紙） 1 3 3

秋田県 実施（別紙） 2 3 1

山形県 0 0 0

福島県 実施（別紙） 3 1 1

埼玉県 実施（別紙） 2 1 0

千葉県 実施（別紙） 実施（別紙） 4 2 5

東京都 実施（別紙） 実施（別紙） 4 4 4

神奈川県 1 1 1

長野県 実施（別紙） 3 0 0

静岡県 実施（別紙） 4 0 1

愛知県 実施（別紙） 1 1 0

岐阜県 実施（別紙） 4 2 0

京都府 実施（別紙） 5 2 1

大阪府 実施（別紙） 実施（別紙） 4 1 1

兵庫県 実施（別紙） 4 0 0

和歌山県 0 0 0

島根県 実施（別紙） 2 1 3

岡山県 実施（別紙） 2 1 1

広島県 実施（別紙） 4 2 0

山口県 実施（別紙） 2 2 0

徳島県 1 0 0

福岡県 実施（別紙） 1 0 0

長崎県 実施（別紙） 1 1 0

大分県 実施（別紙） 4 1 0

宮崎県 1 1 2

鹿児島県 実施（別紙） 4 2 1

計 3 23 70 38 28

（協）会名 ２．調査研究事業
３．組合士制度の

普及促進事業
４．教育情報提供

事業（回）
５．福利厚生事業

（回）
６．その他会議会

合等（回）
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（別紙１）

会費基準

北海道

山形県

山口県

広島県
１人当り　①組合所属　１２，０００
　　　　　②商工中金　１０，０００　円/年
　　　　　③個　　人　　６，０００

１人当り　　６，０００円/年（組合所属１２，０００円）

鹿児島県

同一組合所属３人まで　１０,０００円／年
同一組合所属４人以上　８,０００円／年
個人会員　　　６,０００円／年
商工中金会員　８,０００円／年

大阪府
１人当り　１２，０００円/年
同一組合２人目以降６，０００円
ＯＢ会員３，０００円

島根県

組合関係者
１人目　　　 　１２，０００
２～５人目　 　１０，０００
６～１５人目     ８，０００
１６人目～    　 ６，０００
組合関係者以外　 ６，０００
その他（個人）   ３，０００

岡山県
１人当り１２，０００円/年（但し１組合に４人以上いる場合は４人目
から半額、特別会員３，０００円）

静岡県
１人当り１２，０００円/年（一団体２名以上の場合２人目以降２，０
００円）
組合・企業に未所属者１，０００円/年

岐阜県

正会員１人当り　１２，０００円/年
（１組合に複数の組合士が所属する場合は、２人目から６，０００円/
年）
準会員１人当り　６，０００円/年

１人当り
組合所属会員１０，０００円（同一組合から２名以降は５，０００
円）
個人会員６，０００円

宮城県
１人当り　５，０００円/年（個人会員）
１人当り　８，０００円/年（組織会員等組織に所属している者）

５，０００円/年（※商工中金所属組合士からのみ）

長野県
個人会員６，０００円/年、組織会費　１０，０００円/年、組織会員
所属員 ５，０００円/年
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