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組合のあしたを拓く組合士

22第 号

平成２６年度事業計画で、いま一度「原点」を思い起こし、
中小企業組合の活性化を目指した魅力ある組合士制度
の確立について決定
　通常総会は、午前11時に本連合会松下理事の開会宣
言により開会し、齊藤会長より主催者挨拶が行われた。次
に来賓として、中小企業庁経営支援部経営支援課課長補
佐井上美樹代殿、株式会社商工組合中央金庫組織金融
部長三室一也殿、全国中小企業団体中央会専務理事髙
橋晴樹殿が紹介され、ご来賓からご祝辞をいただいた。
　続いて、司会より本日の出席状況について、委任状を含
めて29会員全員の出席により総会が成立している旨報
告が行われた。その後、齊藤会長を議長に選任し議案審
議に入り、鈴木理事より平成25年度事業報告、貸借対照

表、収支決算書及び剰余金処分案について資料に基づき
説明がなされた後、伊藤監事より４月18日に会計に関す
る帳簿・書類を精査した結果、適正に処理されている旨報
告がなされ、議長が議場に諮ったところ、原案どおり承認
された。
　続いて角副会長より第２号議案「平成26年度事業計画
（案）及び収支予算（案）について」、並びに第３号議案「平
成26年度会費の賦課基準及び徴収方法（案）について」
が一括上程され、資料に基づき説明がなされた後、議長
が議場に諮ったところ、全員異議なく承認された。
　また、今年度は開会前に出席者全員で昨年度に策定さ
れた中小企業組合士行動指針を読み上げ、組合士として
あるべき姿を再認識した。
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平成２６年度通常総会開催される
　全国中小企業組合士協会連合会の平成２６年度通常総会が６月２０日㈮、東京都港区のホテルインターコンチネ
ンタル東京ベイ「ルグラン」において、全会員２９名（本人出席１９名、委任状出席１０名）の出席により開催された。

開会挨拶（松下理事）

主催者挨拶（齊藤会長）
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全国中小企業組合士協会連合会会長表彰及び感謝状贈呈式が行われる
ー中小企業組合士制度の普及・振興に功績のあった３６名に表彰状、６名に感謝状－

全国中小企業組合士協会連合会会長表彰及び感謝状贈呈式が行われる
ー中小企業組合士制度の普及・振興に功績のあった３６名に表彰状、６名に感謝状－

　通常総会終了後、当連合会会長表彰及び感謝状の贈呈式が行われた。対象者の選定については、会員協会から推薦があった方々
について、当連合会正副会長及び理事・監事で構成される表彰選考委員会を４月１８日に開催し、「協会運営功労者」１４名、「優良組合
士」２２名へ表彰状を、組合士制度の普及、組合士（協）会の発展に寄与した方６名に感謝状を贈ることを決定していることから、当日
齊藤会長より協会運営功労者総代原田芳人氏（周南地区鉄工協同組合）、優良組合士総代星野専一氏（鴻益不動産企業組合）に表彰
状が手渡されるとともに、藤本和夫氏（協同組合青森総合卸センター）に感謝状がそれぞれ記念品とともに手渡された。最後に、見上
直人氏（石狩新港機械金属工業協同組合）より謝辞が述べられた。

協会運営功労者総代　原田 芳人 氏

　全国組合士協会連合会では、中小企業と組合に係る各種施策情報、認定更新研修情報等を掲載したメールマガジンの配信を
行っております。随時配信登録を受け付けておりますので、ご希望の方は下記E-mailまで、お名前、認定番号を明記のうえお申し
込み下さい。　kumiaishi@mail.chuokai.or.jp

★☆★☆ ★☆★☆メルマガ会員募集中！！

■協会運営功労者

見上　直人（北海道　理事）
髙橋　靖祐（宮城県　監事）
吉田　増男（埼玉県　監事）　
上林　弘和（東京都　常任理事）
菅野　哲也（東京都　理事）
石川　　隆（東京都　理事）
白川　勝子（東京都　理事）
今川　和子（東京都　理事）

佐藤康三郎（神奈川県　常任理事）
遠藤　英男（静岡県　理事）
堀岡　芳郎（広島県　副会長）
原田　芳人（山口県　副会長）
橋本　孝司（福岡県　副会長）
古河　　洋（鹿児島県　幹事）
以上14名   －順不同・敬称略－

受
彰
者

■感謝状

金田　敏雄（北海道）　　　　
藤本　和夫（青森県）　　　　
布谷　　博（秋田県）　　　　
秋山　博昭（東京都）

青木　隆知（静岡県）
堀川　啓子（大阪府）
以上６名   －順不同・敬称略－

受
彰
者

■優良組合士

東海林隆弘（北海道)
山内千枝子（岩手県）　　　
斎藤　昌恵（宮城県）
本田　　宏（福島県）
平井　正樹（千葉県）
星野　専一（東京都）
斉藤　　靖（東京都）
猪瀬　安次（東京都）　　　
本間　兵吾（東京都）　　　
中村　文彦（東京都）　　　
横山　陽江（神奈川県）
望月　　清（静岡県）

田邊　靖貴（静岡県）
都田　謙吾（静岡県）
久保　忠昭（京都府）
糸田川裕文（京都府）
西上　雅美（京都府）
山下　節子（京都府）
荻野　　工（島根県）
景山　　保（島根県）
恒松　恵子（山口県）
筒井　　功（福岡県）
以上22名   －順不同・敬称略－

受
彰
者

優良組合士総代　星野 専一 氏

感謝状総代　藤本 和夫 氏

謝辞　見上 直人 氏
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中小企業組合士フォーラム2014開催される
～平成２６年度中小企業組合士全国交流研修会～

中小企業組合士フォーラム2014開催される
～平成２６年度中小企業組合士全国交流研修会～

■第１部（講演）

中小企業組合のあり方
～社会性・公益性の真の発揮を目指して～

　全国中央会の主催により６月20日午後、全国交流研修
会が開催された。まず、嘉悦大学大学院ビジネス創造研
究科教授三井逸友氏より「中小企業組合のあり方～社会
性・公益性の真の発揮を目指して～」をテーマに、中小企
業政策や中小企業組織化政策の変遷、中小企業組合の
過去と現在における機能や位置付け、また、これから組合
組織に求められる役割や課題などについて、資料に基づ
き講演が行われた。

■第２部（パネルディスカッション）

組合士の未来について考えよう
　第２部では、「組合士の未来について考えよう」と題し
て株式会社ディセンター代表取締役折原浩氏をコーディ
ネーターに、パネラーには全国中小企業組合士協会連合
会会長・齊藤行正氏、東日本一般缶工業協同組合事務局
長・野口雅春氏、協同組合青森総合卸センター専務理事・
藤本和夫氏を迎えて「組合士とは何か」、「組合士の今後
のあり方」の２つのテーマについて討論が行われた。
　齊藤会長からは、組合士制度をより魅力あるものにす
るためにはさらなる資質や格の向上が不可欠であり、そ
のためには個人の意識や認知度の向上などに努めてい

かなければならないと強調した。野口事務局長は、組合
業務は法律や会計など組合運営における様々な能力や
知識が必要であり、さらには企画・立案といったコーディ
ネーター的な役割が求められている。また、組合士である
ことを日頃から組合員や外部に対してＰＲしていくことも
重要であると述べられた。藤本専務理事からは、絶えず
進化していく法律に対応していくために組合士にも専門
的な知識の勉強が重要であり、継続した知識の涵養が必
要であると述べられた。このほか、認知度の向上や組合
士でなければできないような制度上の業務の明確化、Ｏ
Ｂ人材の活用などがディスカッションを行う中で課題と
して掲げられた。

嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科教授　三井　逸友　氏

株式会社ディセンター代表取締役　折原　浩　氏

右から折原氏
全国中小企業組合士協会連合会会長　齊藤　行正　氏
東日本一般缶工業組合事務局長　野口　雅春　氏
協同組合青森総合卸センター専務理事　藤本　和夫　氏
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─埼玉県─
わが会の活動わが会の活動

埼玉県中小企業組合士協会

■平成２５年度の協会の活動状況

●創立３０周年事業の概要
　平成２５年１０月に本会は、創立３０周年を迎えました。
　これもひとえに、関係各位の絶大なるご支援の賜物と
誌面をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。
　本会では、創立３０周年記念事業として、平成２６年２
月２７日の総会と併せて、記念講演会と祝賀会を開催い
たしました。
　記念講演会では、千葉県の女性弁護士第一号、アマチ
ュア講談師でもいらっしゃる渥美雅子先生をお招きし、
NHK大河ドラマで話題になりました「新島八重から学ぶ
“時代に屈しないための生き方”」をテーマに講談を交え
てご講演いただきました。ときに激しく張扇を打ち、緊張
感を漂わせる情景描写は、迫力があり、大変引き込まれ
るものでした。また、「ハンサム・ウーマン」と評され、激動
の時代を切り開いた新島八重の不屈の精神、苦境に負
けない生き方は、現代においても大いに学ぶべきもの
があり、有意義な講演会となりました。
　その後の祝賀会では、中央会会長、商工中金さいたま
支店長をはじめ、多数のご来賓と会員が出席いたしまし
た。本会の設立時から尽力している御年９０歳を越える
村上会員が、これまでの活動を振り返り、今後の活動へ
の意気込みを語るなど、思い出話に花を咲かせ、盛会の
うちに終了しました。
　また、本会の３０年のあゆみとともに、協会の事業概
要や中小企業組合士制度と組合検定試験の概要等を掲
載した記念誌を作成し、県内全組合などへも配布し、広
く本会のPRを行いました。
●その他の活動について
　本会では、例年秋頃に時宜を得たテーマで、多種多様
な事業活動についての視察研修会と会員間の情報交換
等のための懇談会を実施しています。
　平成２５年度は、社会的に食品の生産地等の偽装問題
が大きく取り沙汰され、食の安全への関心の高まりから、
さいたま市に所在する独立行政法人農林水産消費安全
技術センターの視察を実施しました。
　当センターは、食品だけでなく、畜産用の飼料やペッ
トフード等の科学的手法による検査・分析により、 食の安

全確保のための様々な事業活動を行っています。普段
は、見学することのできない検査施設等の見学は、大変
有意義なものでありました。

■その他

　平成２７年度関東甲信越静ブロック中小企業組合士
協議会全体研修会が、本県で開催される予定です。
　埼玉県の歴史や文化等を知っていただき、業種や世
代の垣根を越えて、関東ブロック組合士同士の強固なネ
ットワークを構築できるような充実した研修会になるよ
う努めて参りますので、是非多くの方々のご参集をお待
ちしております。

記念講演会の様子

　昨年度、創立３０周年を迎
え、新たな節目として、組合
運営のエキスパートである
中小企業組合士の役割の重
要性を再認識いたしました。
　本会といたしましても、中
小企業組合発展のために、こ
れまで以上に、活発なる研修会、先進組合等の視
察や交流会等、会員全員が力量の向上に励むべく
、まい進してまいります。
　今後とも、関係各位の皆様方のご支援、ご指導を
賜りますよう、心からお願い申し上げます。

埼玉県中小企業組合士協会
会長　川島　豊　氏

さいたま新都心
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解いてみませんか？関東甲信越静ブロック“千葉県千葉市で全体研修会を開催”関東甲信越静ブロック“千葉県千葉市で全体研修会を開催”

　関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会では、
去る７月２５日㈮千葉県千葉市のホテルグリーンタワー
幕張において、ブロック会長会議及び全体研修会が行わ
れた。当日は、当連合会から齊藤会長が来賓として出席
した。ブロック会長会議では、千葉県鈴木会長の開会挨
拶、当連合会齊藤会長の来賓挨拶の後、各都県組合士（
協）会の活動内容についての実施報告並びに意見交換
が行われた。続いて全体研修会ではイオンモール株式
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・東雅史氏より「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～」をテーマにイオンモール
のブランド概要や幕張新都心モールのコンセプト「“夢
中”が生まれる場所」等にについて講演が行われた。

　講演後には、イオンモール幕張新都心の視察研修会
を行い、研修会終了後の懇親会では参加者間の交流が
図られた。

　全国中央会の主催により、平成25年12月1日㈰に全国22会場で平成25年度中小企業組合検定試験が実施され
ました。午前に「組合会計」、午後に「組合制度」「組合運営」の3科目が実施され、平成26年3月3日に全国中央会及
び都道府県中小企業団体中央会において合格者の発表がされました。
　受験申込は495名（前年比14名増）、受験者は436名（前年比26名増）で受験率は88.1％となっており、合格者
数は200名（前年比13名増）で合格率は45.9％でした。受験申込者、受験者、試験合格者の概要は以下のとおりと
なっております。

★☆★☆ ★☆★☆平成２５年度中小企業組合検定試験結果について

1．　試験の結果

（１）受験申込者数　　　　　　495名
　　新規受験者　　　　　　　336名
　　一部科目免除者　　　　　159名
（２）受験者数　　　　　　　　436名
　　新規受験者　　　　　　　293名
　　一部科目免除者　　　　　143名
（３）試験合格者数　　　　　　200名
　　新規受験者　　　　　　　112名
　　一部科目免除者　　　　　　88名

２．　年齢別合格者数

（１）20才以上30才未満　　　104名
（２）30才以上40才未満　　　　43名
（３）40才以上50才未満　　　　22名　
（４）50才以上60才未満　　　　23名
（５）60才以上70才未満　　　　　8名

３．　男女別合格者数

男性　　　　　　　　　　　　145名
女性　　　　　　　　　 　　　　55名

４．　所属組合等別合格者数

（１）中小企業組合　　　　　　　69名
　　①事業協同組合　　　　　 　63名
　　②商工組合　　　　　　　　　3名
　　③信用協同組合　　　　　　　1名
　　④企業組合　　　　　　　　　1名
　　⑤協業組合　　　　　　　　　1名
（２）中小企業団体中央会　　　　45名
（３）商工中金　　　　　　　　　61名
（４）一般企業　　　　　　　　　16名
（５）その他　　　　　　　　　　　9名

ブロック会長会議の様子
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平成２６年度（第４０回）中小企業組合士の認定更新及び平成２６年度（第４０回）中小企業組合士の認定更新及び
平成２７年度（第41回）認定更新について平成２７年度（第41回）認定更新について

平成２６年度（第４０回）中小企業組合士の認定更新及び
平成２７年度（第41回）認定更新について

　このたび、平成２６年６月１日付けで新規認定及び認定更新を受けた組合士は７５５名で、うち新規認定が１１７名、認定更新が
６３８名でした。これにより同日現在で、全国の組合士の総数は３，２５０名となりました。

（8頁の解答）１ ○　２ ×　３ ○　４ ○　５ ×　６ ○　７ ×　 ８ ○　９ ×　１０ ○

■対象：平成２２年６月１日に認定更新された中小企業組合士
　　　　（第２回、第５回、第８回、第１１回、第１４回、第１７回、第２０回、第２３回、第２６回、第３１回）
■申請関係書類：平成２７年２月下旬頃送付予定
■認定更新要件：認定更新には中央会が開催する講習会の５時間以上の受講が必要です。詳細については、所管中央会
　　　　　　　　にお問い合わせください。

☆認定更新対象者の手元に書類が届かない場合、組合士資格が失効する恐れがありますので、住所等の変更がありました場
　合は、中央会に住所変更届のご提出をお忘れなく！
　住所等変更届出書様式はこちら→   http://www.chuokai.or.jp/kumiaishi/index.htm

　全国中央会主催の平成26年度のスキルアップ研修が下記会場において開催されることになりました。本年度は企
業から求められる組合事業や組合運営に関する参加型講義等で開催される予定です。是非、組合士皆様の知識の涵
養と交流を図るためにご参加してはいかがでしょうか。なお、定員に達し次第締め切りとなりますので、お早めにお申
し込みをお願いいたします。

　住所等変更届出書様式はこちら→   http://www.chuokai.or.jp/kumiaishi/index.htm

　全国中央会主催の平成26年度のスキルアップ研修が下記会場において開催されることになりました。本年度は企
業から求められる組合事業や組合運営に関する参加型講義等で開催される予定です。是非、組合士皆様の知識の涵

開始日時・場所

す

東京会場（定員80名）

平成26年10月16日㈭

開始日時・場所

名古屋会場（定員40名）

平成26年10月28日㈫

岡山会場（定員40名）

平成26年11月10日㈪

東京会場（定員80名）

札幌会場（定員50名）

平成26年11月26日㈬

札幌会場（定員50名）

福岡会場（定員50名）

平成27年1月15日㈭

名古屋会場（定員40名）

仙台会場（定員50名）

平成26年12月4日㈭

岡山会場（定員40名）

大阪会場（定員50名）

平成26年12月11日㈭

≪詳細についてのお問い合わせ先≫

全国中小企業団体中央会振興部
☎03-3523-4905
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/26skill-up.html

仙台会場（定員50名） 大阪会場（定

わせ先≫わせ先≫

体中央会振興部

受付開始　9：30
開始時間　10：00
終了時間　16：00

中小企業組合士スキルアップ研修のお知らせ！！中小企業組合士スキルアップ研修のお知らせ！！

○平成26年度認定更新について

　また、平成２７年度６月１日付け認定更新の対象者は以下の方となります。

○平成27年度認定更新について
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平成２６年度（第４０回）中小企業組合士の認定更新及び
平成２７年度（第41回）認定更新について

全国組合士だより2号（平成26年9月）

中小企業組合士スキルアップ担当講師挨拶
今年度のスキルアップ研修で講師をされるお三方の先生を紹介します。

また、本研修における意気込みを聞かせていただきました。
今年度

清水　透　先生（中小企業診断士）
〈略歴〉
　東京都中小企業団体中央会で長年にわたり指導員として多くの組合指導に携わった後、中小企業診断
士として独立。全国中小企業団体中央会の委員や中小企業大学校講師等を務めておられます。
〈本人からのコメント〉
　スキルアップ研修「組合運営、こんなときどうしますか？」

　平成26年度の中小企業組合士スキルアップ研修の午後の時間は標記のテーマです。今考えているのは、次のような点に
ついて参加した組合士の方々と対話し検討することです。
１．事業の利用強制はどの程度可能か
　除名事由の中に「長期にわたり事業を利用しない組合員」とありますから、ある意味で組合事業の利用強制は可能かもしれ
ません。どんな場合に可能で、どんな場合に許されないのか考えてみたいと思います。
　例えば、あなたが商店街組合の理事長だとして、８割の組合員の賛成で商店街にアーケードを架けたところ、当初から反対
していた者がアーケードはいらないからといって維持管理費等の負担金の支払いを拒んでいる、こんなときあなたならどうし
ますか。
２．賦課金を集めて利益が出たら課税
　組合として借入債務があり、300万円の返済が必要だとします。この返済は利益と減価償却費を充てますが、減価償却費
が100万円なら残りの200万円は税引後利益で返済することになります。法人税等が1/3程度なら200万円の税引後利益
をあげるには300万円の利益が必要です。この利益の元が賦課金なら組合員は「税金払うならば、その分賦課金を下げてく
れ」と言ってくるでしょう。その時、理事長としてあなたはどうしますか。
３．出資金は脱退時と出資口数の減少の場合には払戻す
　組合員からもらっている出資金は、脱退時には払戻さなければならないお金です。また、出資口数の減少請求の権利が組
合員には認められていますから、その場合にも払戻さなければなりません。したがって、出資金は会社の資本金のような安定
した財源とは言えません。
　さて、脱退組合員に対する持分払戻に際し、組合の財産が目減りし出資１口金額の６～７割程度しか価値がないことが明ら
かな場合、理事長としてあなたは時価評価して持分払戻をしますか。もし、そうするならその評価方法はどのようにしますか。
　さて、脱退組合員に対する
かな場合、理事長としてあな

豊田　信　先生（フレイヤ・コンサルティング代表・中小企業診断士）
〈略歴〉
　平成１０年に経営コンサルタントとして独立以来、酒類業、フランチャイズビジネス、ベンチャービジネ
スを主な対象として中小企業支援に取り組んでおられます。
〈本人からのコメント〉
　組合は共同事業を行い個社の経営に資することが目的です。一部停滞感も感じられますが環境の厳し

い今こそ、その存在価値発揮が急務です。本研修は組合組織の強みを活用し如何に活性化を図れば良いか事例を交えながら
ヒントを提供します。
い今こそ、その存在価値発揮

提ヒントを提供します。

橋本　大輔　先生（合同会社マネジメントオフィス・ハシモト代表・中小企業診断士）
〈略歴〉
　三重県中小企業団体中央会で長年にわたり指導員として多くの組合指導に携わった後、合同会社マネ
ジメントオフィス・ハシモトを設立し独立。商工会議所や、中部経済産業局など各機関においてアドバイザ
ーを務めておられます。
〈本人からのコメント〉

　現在は中小企業・小規模事業者の経営革新や経営再建等をお手伝いするケースが多く、組合の立場ではなく、組合員となる
中小企業者等の立場から、実際の生の声も交えて組合事業、組合の価値についてお話しできればと思います。

中小企業組合士スキルアップ研修のお知らせ！！
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解いてみませんか？
組合検定試験問題から＿組合運営＿

過去に出題された中小企業組合検定試験問題です。今回は組合運営の問題で、中小企業等協同組合法からの出題です。

次の掲げた文章のうち、正しいものには○印を、誤っているものには×印を、解答用紙の解答欄に記入しなさい。

１．事業協同組合等の共同事業は、共同生産・加工、共同購買、共同販売、資金の貸付け等の共同経済事業と共同研究開発、
　　教育情報提供、福利厚生事業等の非経済事業がある。
２．協同組合の原則のうち民主制確保に大きくかかわるものは、議決権の１人１票制のみである。
３．組合が一部役員のみの組合でなく、組合員の組合である点を考えれば、組合の事務は厳正に公正に執行されなければならない。
４．総会は組合の意思を決定する最高の機関であり、組合の絶対的必要機関であって、たとえ組合員の総意であってもこれを
　　廃止することはできない。
５．理事会は、理事の３分の２以上が出席しなければ成立しない。
６．共同販売事業においては、需要の多様化や危険負担が大きいこと等のため困難が多いが、その販売促進のための共同広告
　　・宣伝事業は、共同事業として十分効果がある。
７．組合の損益を総括的に区分すると、経済事業損益、非経済事業損益の２つに区分ができる。
８．予算は各執行責任者に通達されて、事業執行における基準や枠となり、また、本部にとっては、各部門の活動の総合的監
　　視の基準となる。
９．事業協同組合は、毎期剰余金の20％以上を、出資総額の２分の１以上積み立てることを法律で定められている。
10．組合が共同販売又は共同購入等の事業を営む場合、組合が所有する受取債権の管理は極めて重要である。

設　問

（解答は6頁）
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