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組合のあしたを拓く組合士

24第 号

　全国中小企業組合士協会連合会の平成27年度通常総会が６月19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22名、委任状出席７名）の出席により開催された。

　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、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26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、川島監事より４月15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。
　次に角副会長より第２号議案「平成27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27
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。最後に第４号議案として「役員の改選について」選考委員長である角副会長の進行
の下、新理事11名及び新監事２名が選任された。

　平成27年度事業計画で、連合会が抱えている諸課題の具体的な対策の検討を行う為のワーキング
委員会の設置を決定
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.htm 平成２７年度通常総会開催される

（新役員）
会　長　齊藤　行正（静岡県） 　理　事　倉本　繁八（愛知県）
副会長　鈴木　英弘（北海道） 　理　事　田中　陽一（京都府）
副会長　松下　　隆（宮城県） 　理　事　永井　幸雄（広島県）
副会長　黒川　政春（東京都） 　理　事　久木留　寛（鹿児島県）
副会長　角　　　満（大阪府） 　監　事　川島　　豊（埼玉県）
理　事　堀川　深雪（秋田県） 　監　事　永薗愉美子（東京都）
理　事　伊藤　順康（東京都） 　　　　　　　　　　  以上13名

　連日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。本号より本誌の担当をさせていただくこととなりましたので今後と
もよろしくお願いいたします。私は昨年入職の為、昨年の12月に検定試験を受験いたしましたが、周りの方々のお力添えもいた
だきながら何とか合格させていただきました。
　試験を受けるにあたって過去の問題を反復的に解いた他、各種のセミナーにも参加させていただいたことで、楽しみながら
中小企業組合検定試験に向けた学習が出来ました。
　組合士の皆様の一層のご活躍が組合の健全な発展に繋がっていくものと信じ、今年度の事業を行って参りますので、ご協力
の程よろしくお願い申し上げます。（蜂）

編集後記

平成２７年度
ブロック中小企業組合士協議会等の開催日程について

平成２７年度
ブロック中小企業組合士協議会等の開催日程について

近畿ブロック中小企業組合士協議会

関東甲信越静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

九州ブロック中小企業組合士協議会

10月2日㈮

10月8日㈭～9日㈮

10月16日㈮

10月16日㈮

名　称 日　程

今年度も全国５ブロックにおいて講習会や式典が行われます。各地の日程と開催地をご案内します。
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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
－中小企業組合士制度の普及・振興に功績のあった31名に表彰状、７名に感謝状－

　全国中小企業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！！

　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15日に開催し、「協会運営功労者」
10名、「優良組合士」21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７名に感謝状を贈ること
を決定した。
　当日は、齊藤会長より協会運営功労者総代寺前和則氏（西宮運輸事業事業協同組合事務局長）、優良組合士総代石原
義幸氏（愛知県鉄構工業協同組合理事長）に表彰状が手渡されるとともに、山岸正和氏（富士宮鉄工団地協同組合）に感
謝状がそれぞれ記念品とともに手渡された。最後に、石原義幸氏（愛知県鉄構工業協組合理事長）より謝辞が述べられた。

【受彰者】
佐々木順平（東京都　常任理事）　　寺前　和則（兵庫県　理事）
小倉　治雄（東京都　理事）　　　　二藤　　徹（広島県　理事）
大久保芳一（東京都　理事）　　　　光藤　　勉（山口県　理事）
利根川清次（長野県　理事）　　　　長野　　司（福岡県　理事）
進木　健三（大阪府　副会長）
小滝　光洋（大阪府　監事）　　　　以上10名　－順不同・敬称略－

■協会運営功労者

【受彰者】
佐藤　安幸（北海道）　　　　　　　大橋一由起（山口県）
遠藤　隆鉦（東京都）　　　　　　　松崎　辰夫（連合会）
山岸　正和（静岡県）　　　　　　　永井　修治（連合会）
小林　伸二（大阪府）　　　　　　　以上７名　  －順不同・敬称略－

■感謝状

【受彰者】
本田　義則（北海道）　　　　　　　藤原　　半（静岡県）
及川久二子（岩手県）　　　　　　　中村　斉正（静岡県）
佐々木典子（岩手県）　　　　　　　岡﨑理恵子（静岡県）
梶原　明子（秋田県）　　　　　　　石原　義幸（愛知県）
青沼　恵子（福島県）　　　　　　　河野　芳広（大阪府）
吉森みどり（埼玉県）　　　　　　　山岸　祥治（大阪府）
西川　良次（東京都）　　　　　　　山下　雅洋（大阪府）
武田　正信（東京都）　　　　　　　水上　聖章（島根県）
長谷川博英（東京都）　　　　　　　國光　洋志（島根県）
木村美智子（東京都）　　　　　　　奥　　　稔（鹿児島県）
朝間　庸介（長野県）　　　　　　　以上21名　 －順不同・敬称略－

■優良組合士

運営功労者総代　寺前　和則　氏

優良組合士総代　石原　義幸　氏

感謝状総代　山岸　正和　氏

謝辞　石原　義幸　氏
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中小企業組合士フォーラム2015開催される中小企業組合士フォーラム2015開催される中小企業組合士フォ ラム2015開催される中小企業組合士フォ ラ 2015開催される
～平成２７年度中小企業組合士全国交流研修会～

　合同会社マネジメントオフィス・ハシモト代表社員・中小企業診断士の橋本大輔氏がコーディネーターとなり、マイナンバ
ー制度の概要について説明があった後、ピー･シー･エー株式会社の成田和弘氏より図表を使ったわかりやすい講演があ
った。内容は以下の通り。
〈マイナンバー導入の目的〉
①行政機関の事務・業務効率化による費用削減、②国民の行政機関に対する各種手続きの簡素化、③企業の従業員情報
　の適正な管理
〈マイナンバー法と個人情報保護法との主な相違点〉
①法律の対象が全ての事業者であること、②本人の同意があっても原則第三者への情報提供が禁止されること、③情報
　の廃棄に係る規定があること、④違反に対する罰則規定が個人情報保護法と比較して重くなっていること等
〈マイナンバーの利用目的〉
社会保障・税・災害対策の三つの分野に限定され、それぞれの分野について利用範囲が制限
〈通知カードに係る従業員等へ告知しておくべき重点ポイント〉
①簡易書留で住民票住所に郵送されてくる、②住民票住所と現在住んでいる住所、免許証等の住所を出来るだけ合わせ
　ておいてもらう、③出来るだけ「個人番号」カードを交付してもらう等
　※番号収集するポイントとして番号が通知される今年の扶養控除等申告書を集めるタイミングで行ってもらうことが重要

　６月１９日、全国中央会主催の中小企業組合士フォーラム2015（全国交流研修会）が開催された。

第１部　（講演）マイナンバー対応に必要な対策

マイナンバー導入スケジュール

個人、法人番号通知

番号法施行

税、雇用保険、労災保険関連の
手続き開始

平成２７年
１０月５日

平成２８年
１月１日

平成２9年
１月１日

厚生年金、健康保険の手続き開始
マイポータル（仮）開始

成田　和弘　氏橋本　大輔　氏
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理　事　田中　陽一（京都府）
　この度、永井修治氏に代わって連合会役員を拝命しました田中陽一と申します。連合会役員という大役が自
身に務められるかどうか甚だ疑問ですが、お引き受けした以上、先輩諸兄の指導を仰ぎながら、微力を尽くす
ことを先ずもって言明させて頂きます。
　さて、改めて言うまでもなく、中小企業を取り巻く経営環境は、ますます厳しいものとなっており、このよう
な状況だからこそ中小企業組合が時宜に適った方策を打たなければならないところですが、  「有効な施策が
打ち切れていない」というのが現状ではないでしょうか！？
　組合活性化のため、有効な企画、提案をしていくのが組合士、組合士(協)会の役割、任務だと思います。半

歩でも一歩でも、それに近づけていくことが肝要です。

理　事　永井　幸雄（広島県）
　今年度連合会総会で理事に選出されました。中国ブロックは２年毎各県の持ち回りが恒例で、広島県が当
番年度です。平成２４年に会長就任しましたので全国でも会長経験は短く、先輩諸氏のご意見を聞きながら会
の運営に携わりたいと思います。
　さて、組合を取り巻く環境はここ数年激変期を迎えています。アベノミクスの第3の矢である成長戦略は岩
盤規制の改革です。私ども所属の組合の業種は様々で政策により何らかの影響がありますが、組合士として
スピード感を持った対応が必要です。その為には自己研鑽と情報の共有が何よりも大切です。連合会としても
あらゆる機会を捉えた研修と情報発信を今まで以上に進めていくことが肝要と考えています。また、組合士の

地位向上のため『中小企業組合アドバイザー』等の肩書き導入も検討してはと思います。最後になりましたが、任期の中で精一杯努力
いたしますのでご指導ご鞭撻よろしくお願いします。

理　事　久木留　寛（鹿児島県）
　このたび理事を仰せ付かりました久木留でございます。私ども九州ブロックは輪番制になっていますが、お
引き受けした以上は少しでも皆様方のお役に立てるよう努力いたす所存でございます。まずは組合士の数を
増やすことが喫緊の課題と思われますが、今日、組合の数が従前ほど増えない現状にありましては、やはり組
合士がいかに組合に貢献し、その認知度を高めていくかに掛かっていると存じます。
　その具体策につきましては諸先輩方はじめ関係各位からもお知恵を頂きながら検討できれば幸いでござい
ます。また、弊組合におきましても新入職員には検定試験を受けることを義務付けていますが、こうしたことで
組合士を１人でも増やしていくことが出来ればと思うところでございます。今後とも諸官庁、中央会はじめ会

員皆様方のご指導を賜りますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

監　事　永薗　愉美子（東京都）
　今年度の総会において「中小企業組合士行動指針」の唱和をした際、この指針はすべての職場にも適用で
きるものであると改めて痛感いたしました。
　この度、監事の役を仰せつかりましたが甚だ未熟ですが組合士として自己研鑽しつつ、お役に立てるよう努
力する所存です。
　私は組合士を取得して１５年経ちますが、いまだに逐条解説で確認したり中央会のご指導をいただいてい
る昨今です。今後も研修会や講習会にできる限り参加し、組合士として知識を得るよう努めたいと思っていま
す。「東京都中小企業組合士協会女性部」は発足４年になり、研修会・懇親会等を行っていますが、参加するに

もご苦労があると伺っております。組合の理解により、女性も組合士として活躍でき、地位の向上が図られることを願っております。ま
た、弊組合では昨年２人が組合士となりました。今後も組合運営に役立つ組合士の普及に努めたいと思っています。

　今般、新たに４名の新役員が選任されました。今後の活躍が期待される皆様にこれからの抱負をうかがいま
した。

連合会新役員紹介連合会新役員紹介
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　今年
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監　事　永薗　愉美
　今年
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　この
力する
　私は
る昨今
す。「東

もご苦労があると伺っております
た、弊組合では昨年２人が組合士

監 事 永薗 愉美

〈具体的な対応策〉
①全社的な対応を実施すること、②制度導入までの短い期間で対応できるよう対策工程表を作成すること、③必要な作
　業・作業方針を確定すること等
　※制度開始前から計画的に組織的な対応が必要

　最後に、企業が取り組むべき準備事項として、年間のスケジュールに沿ってマイナンバーに係る規定の作成時期や書類
の徴求時期についての提案、その他の準備事項として企業が取り組むべき安全管理措置等に対する情報管理の手法とし
てクラウドを活用すること、マイナンバー取扱い規定の作成を外部専門家に依頼する等について説明があった。

　第２部では、「マイナンバー対策の進め方」と題して、橋本氏がコーディネーターとなり、参加者からの質疑に応えながら、
組合士としてどのようにマイナンバー制度に対応していくのか、理解を深めていった。

〈担当者の明確化と番号の取得〉
□マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう（給料や社会保険料を扱っている人等）。
□マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的（「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金
　保険届出」「雇用保険届出」）を伝えましょう。
□マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要
　です。
①顔写真の付いている「個人番号カード」又は、②１０月から届くマイナンバーが書いてある「通知カ
　ード」と「運転免許証」等で確認を行いましょう。
　※従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。

　※アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。

〈マイナンバーの管理・保管〉
□マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。
　無理にパソコンを購入する必要はありません。
□パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新する等セキ
　ュリティ対策を行いましょう。
□従業員の退職や契約の終了等でマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断する等マイナンバ
　ーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。

〈従業員の皆さんへの確認事項〉
□従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うか等、基本的なことを知ってもらいましょう。

第２部　（講演）マイナンバー対策の進め方

《参考》
マイナンバー導入チェックリスト

（出所：「組合・中小企業のためのマイナンバー制度対応」全国中小企業団体中央会）



　平成28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。
前回の静岡県開催時には、本会横山会長の地元、伊豆下田にて、黒船・開国の歴史を辿る下田市内視察
を行いました。平成28年度も静岡県の歴史・文化等の魅力の発信を行い、地域を超えた組合士間の親睦・
交流を図る充実した会にしたいと考えておりますので、是非、多くのご参加をお願いいたします。
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─静岡県─
わが会の活動わが会の活動

静岡県中小企業組合士会

●はじめに
　静岡県中小企業組合士会は、昭和58年に創設し、組合
士の資質向上と組合並びに組合員の発展に寄与するため、
研修事業を主として活動しています。
　現在、本会相談役の齊藤行正氏が全国中小企業組合士
協会連合会の会長を務められています。今後も、横山会長、
齊藤相談役を筆頭に、活発な研修会、交流会、視察等を行
い、組合士の資質向上に寄与していきたいと考えています。

●組合士の普及のために
　本会では“１組合、１組合士！”を目指し、組合士検定試験
の対策講座を開催し、会員から講師を派遣しています。そ
の成果もあり、昨年度の受験者32名のうち、一部合格者を
含め30名が合格し、うち新規認定者７名全員が新たに組
合士会に加入しました。
　また、平成25年度より、組合事務局で構成される静岡県
中小企業職員協会と静岡県中央会が連携し、組合事務局
代表者会議を開催しています。昨年度は「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～」と題して、政治経済評論家の板垣英憲氏にご講演
いただきました。戦国時代の軍師がいかに主君の補佐役と
して活躍したかを理解することで、理事長の補佐役である
組合事務局が、己の知識、胆力、弁舌力、時流を読む力など
を活かし、組合の要となることを示すなど、今後の組合事務
局のあるべき姿勢について考える、非常に有意義な講演会
となりました。
　また同時に、本研修会では、組合士制度を他団体へアピ
ールするため、本会員が組合士資格取得の経験などの事
例発表を行い、組合士への理解と加入促進を図りました。
今後も、こうした活動を行うことで、組合士への関心を高め、
組合士資格取得者の増加に結び付けていきたいと思います。

●女性部主催研修会
　毎年１回、女性ならではのテーマを設定した女性部主催
研修会を開催しています。平成25年度は「ホテルシェフに
学ぶ！“料理教室”」、平成26年度は「シニアソムリエおすす
め ワインを楽しむ会」を開催しました。高級ホテルのシェフ
や、地元で活躍されている女性シニアソムリエを講師に研
修会を行うことで、会員の資質向上を図り、会員相互の交
流を深めるとともに、活発な情報交換の場となっています。

他団体との共催研修会で組合制度をＰＲ
～組合事務局代表者会議～

女性部主催研修会

　全国中央会が主催する平成２７年度中小企業組合士会スキルアップ研修が９月８日㈫の東京会場
を初めとして各地で開催されます。ここでは研修のカリキュラムと日程についてご紹介します。
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　全国中央会が主催する平成２７年度中小企業組合士会スキルアップ研修が９月８日㈫の東京会場
を初めとして各地で開催されます ここでは研修のカリキュラムと日程についてご紹介します

平成２７年度スキルアップ研修が開催されます

お 知 ら せお 知 ら せ

カリキュラムカリキュラム

開催日程開催日程

中小企業組合士スキルアップ研修２０１５
スケジュール

日　程

9月8日㈫

9月16日㈬

10月9日㈮

10月23日㈮

11月2日㈪

11月5日㈭

11月12日㈭

東　京

福　岡

広　島

仙　台

大　阪

札　幌

名古屋

全中・全味ビル７階研修室

ホテルセントラーザ博多

ホテルメルパルク広島

ＴＫＰ仙台カンファレンスセンター

ホテル新大阪カンファレンスセンター

札幌ホテル札幌ガーデンパレス

愛知県産業労働センター　ウインクあいち

会　場 場　所

９：３０～１０：００　受付

１２：００～１３：００　休憩

１０：００～１２：００

テーマ

組合会計と税務の実務

テーマ

労務トラブルとその対応

テーマ

組合だから活用できる
　　　　　　ＩＴ活用方法

１３：００～１５：００

１５：００～１７：００

講　師

税理士

四方　　茂　氏
よ　 も　　　　 しげる

講　師

特定社会保険労務士

佐藤　容右　氏
さとう　　　ようすけ

講　師

中小企業診断士

竹内　幸次　氏
たけうち　　  こうじ


