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組合のあしたを拓く組合士

26第 号

　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、齋藤会
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
援課企画官大塚恒明殿、株式会社商工組合中央金庫組織金融部副部長中村洋
一殿、全国中小企業団体中央会会長大村功作殿、東京都中小企業団体中央会
専務理事堀内忠殿が紹介され、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、齋藤会長を議長に選
任し議案審議に入り、鈴木副会長より平成27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、ワーキング委員会の事業報告が角委員長と松下委員長に因って行われた。その後永薗監事よ
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28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28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、平成28年度の事業計画として、全国中央会が開催する予定の「組合士活性化研究会」へ全面的に協力を行うこと
を決定した。
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.htm 平成２８年度通常総会開催される

　猛暑日が続いた８月は、リオオリンピックでのメダル獲得の報道が連日続き、2020年の東京オリンピック
に夢が引き渡され、大変な盛り上がりのなか閉会されました。本来ならば、８月上旬には皆様のお手元にお

届けするはずの「全国組合士だより」ですが、ようやくできあがりました。今年度より、当連合会が全国中央会主催予定の「組合士
活性化研究会」へ全面的に協力を行うことが機関決定されました。この機関誌についても、今後の事業運営等に反映していける
よう今までの経験や知識を活かしながら、少しでも読みやすく、興味を引くものになっていれば嬉しく思います。（S）

編集後記

　全国中小企業組合士協会連合会の平成２８年度通常総会が６月１７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、全会員の出席により開催された。

　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！！

（おまけ）
組合士総会後に行われた懇親会の

様子をお届けします！
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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
－中小企業組合士制度の普及・振興に功績のあった33名に表彰状、4名に感謝状－

～平成28年度中小企業組合士全国交流研修会～
　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。
　会員協会から推薦があった方々の中から、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（４月１５日㈮）にお
いて、「協会運営功労者」９名、「優良組合士」２４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４名に感
謝状を贈ることを決定した。

　当日は、齋藤会長より協会運営功労者総代渥美美代子氏（宮
城県電機商業協同組合事務局長）、優良組合士総代遠藤英男
氏（富士宮鉄工団地協同組合事務局長）に表彰状が手渡される
とともに、御宿富靖氏（富士宮ガス供給センター協業組合）と白石
純也氏（オー・エム・ネット事業協同組合）に感謝状がそれぞれ記
念品とともに手渡された。最後に、遠藤英男氏（富士宮鉄工団地
協同組合事務局長）より謝辞が述べられた。

■協会運営功労者

今野　　穂（北海道　監事）　　　　野口　雅春（東京都　理事）
渥美美代子（宮城県　理事）　　　　恒松　恵子（山口県　理事）
工藤　韶貢（秋田県　監事）　　　　筒井　　功（福岡県　監事）
多賀谷　勝（東京都　常任理事）　　下川　洋一（宮崎県　監事）
早水　利行（東京都　理事）　　　　以上９名－順不同・敬称略－

【受彰者】

■優良組合士

■感謝状

山本　哲也（北海道）　加藤　綾一（東京都）　小滝　光洋（大阪府）
菅原　　香（岩手県）　兼坂　敦子（東京都）　岡本　　聡（大阪府）
小田島祐一（宮城県）　遠藤　英男（静岡県）　加藤　潤子（島根県）
佐藤　洋子（秋田県）　今田　周作（静岡県）　内田　　薫（岡山県）
大工原　清（秋田県）　青木　敦子（静岡県）　川上　敬弘（広島県）
誉田真樹子（秋田県）　大村　哲也（静岡県）　穐本　正之（山口県）
石井　　亮（東京都）　井上　　一（京都府）　梯　　輝元（福岡県）
塚越　昌人（東京都）　進木　健三（大阪府）　鰺坂　昭彦（鹿児島県）
　                        　　　　　　　　　　以上24名   －順不同・敬称略－

【受彰者】　山田　耕作（北海道）　　御宿　富靖（静岡県）
　　　　　　新井　　茂（東京都）　　白石　純也（大阪府）
　　　　　　　　　　　　　　　　　以上４名   －順不同・敬称略－

【受彰者】

運営功労者総代　渥美美代子 氏

優良組合士総代　遠藤　英男 氏

感謝状
御宿　富靖 氏　白石　純也 氏

謝辞　遠藤　英男 氏

第1部 「組合士制度の普及に向けた方策を考えよう」

中小企業組合士フォーラム2016開催される中小企業組合士フォーラム2016開催される

　６月１７日、全国中央会主催の中小企業組合士フォーラム2016（全国交流研修会）が開催された。参加者が７～８名の
グループ（計１０グループ）になり、２つのテーマについてグループワークが行われた。

　第1部では、「組合士制度の普及に向けた方策を考えよう」というテーマについて、各グループで話し合いを行い、意見の発表を行った。
各都道府県中央会のＰＲや、組合の役員への周知が必要である等の意見が多く寄せられた。その他、各グループからの意見は別表のとおり。

　第２部では、引き続き「都道府県組合士(協)会及び全国中小企業組合士協会連合会が取り組むべき課題とは何か」というテーマにつ
いて、各グループで話し合いを行い、意見の発表を行った。事業の拡充や組合士（協）会未設置県への設立要望等を早期に行うべきであ
る等の意見が多く寄せられた。その他、各グループからの意見は別表のとおり。

　第１部及び第２部の発表後には、全国中小企業組合士協会連合会の役員より、寄せられた意見に対する感想が述べられた。フォーラ
ムの最後には、全国中小企業組合士協会連合会の齋藤会長より、フォーラム全体の総括が行われた。

第2部 「都道府県組合士(協)会及び全国中小企業組合士協会連合会が取り組むべき課題とは何か」
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平成２８年度スキルアップ研修が開催されます平成２８年度スキルアップ研修が開催されます
■■■各班の意見■■■

※フォーラムで発表された表記のまま掲載しております。（別表）　

●制度の確立
●ＰＲ
●組合士同士の交流を活発化

●協会の活動・組合士制度についてＰＲを行う
●組合士固有の業務をつくる働きかけ
●未加入組合士への加入勧奨による会員増加
●現在の活動内容を充実させる

●各中央会指導員全員がリーダーシップをとる
●組合士制度の見直し
●組合士自身によるＰＲ活動の徹底

●制度
●傘下の組合へ情報を下す
●中央会との関係強化

●会員の満足度を上げる
●中金組合士をはじめメリットを明確にする
●人材紹介事業の連携
●一中央会に一組合士協会

●ＰＲの強化
●認識の強化（事務局への表示　組合役員）
●組合士の活用方法
　（各種書類への記入、補助金申請、省庁からのコメント）
●組合士の待遇改善

●組合士の地位向上
●中央会との連携強化
●視察研修等の推進強化
●商工中金の有資格者の対応

●トップの意識を高める
●組合士のステイタス
●試験制度の改革

●試験テキストの充実
●ブロックごとの青年部
●研修イベント日程の多様化

●中央会との連携
●広報
●地位の向上

●研修会を増やしていく
●試験会場の広域化
●組合士試験対策への講師をする
●更新費用の減額化

●組合士受験者数の増加（各県での目標数の設定）
●所轄行政庁（県等）へのアピール
●組合役員（特に理事長）への周知

●協議会スキルアップ研修会（インターネット講習会を行う）
●組合士の組合への紹介、斡旋強化
●国家試験並みのグレードアップ推進

●中央会事業について組合士が何かを担当する
●中央会が組合訪問の際に組合士についてＰＲ

●会員の拡充
●組合士のＰＲ
●活動内容の充実
●総会報告の委員会活動の推進

●インセンティブ
●組合士の名称
●ＰＲについて

●組合士を置くことによる税制上の優遇措置等
●若手人材育成の機会
●中央会の支援

●組合士の地位、資質向上を図るため、組合士協会、
　連合会における講習・交流会の充実化
●未設置県の協会設立支援
●全中等の関係機関に対して要望等を提出

第1班

第2班

第3班

第4班

第5班

第6班

第7班

第8班

第9班

第10班

第１部 第２部
「組合士制度の普及に向けた方策を考えよう」 「都道府県組合士（協）会及び全国中小企業組合士

協会連合会が取り組むべき課題とは何か」

■■■元役員　三上　亨さん より近況報告■■■
　全国中小企業組合士協会連合会において、平成９年より１３年間もの長きに渡り
役員をされていた三上亨さんより、齋藤会長を通じてお手紙をいただきました。
　現在は、以前より親交のあった、中国重慶技術経済福岡在住事務所のアドバイザ
ーとしてご活動されており、2016年３月には、北九州市で開かれた「日中友好観光
交流懇談会」に参加されるなど、いまだ現役でご活躍されているとのことです。
　満88歳になられた現在も、精力的に活動されている先輩のお姿は、私たちにとっ
ても、とても励みになります。三上さんにお世話になられた方も多くおられると思
いますので、今回ご紹介させていただきました。

三上　亨 さん ご紹介
平成　９年６月～平成１９年６月　全国中小企業組合士協会連合会　理事
平成１９年６月～平成２１年６月　全国中小企業組合士協会連合会　副会長
平成２１年６月～平成２２年６月　全国中小企業組合士協会連合会　理事

東　京
名古屋
福　岡
広　島
大　阪
仙　台
札　幌　

全国中小企業団体中央会「７階研修室」
愛知県産業労働センター「ウインクあいち」
ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡「シャンパーニュ」
ホテルメルパルク広島「安芸」
大阪マイビル大阪第一ホテル「マーキス」
ホテルＪＡＬシティ仙台「ローズⅡⅢ」
札幌グランドホテル本館３階「新緑」

9月  9日㈮
9月21日㈬
9月27日㈫
10月18日㈫
10月25日㈫
11月  2日㈬
11月22日㈫

日　程 会　場 場　所 申し込み方法

◎インターネット
下記URLよりエントリー画面にアクセス
し、受付状況等をご確認いただいた上、
必要事項を入力し、ご送信ください。

http://www.chuokai.or.jp
/test/entry.html

（9：30～10：00　受付）

（12：30～13：30　休憩）

開　催　日　程

カリキュラム

全国中央会が主催する平成28年度中小企業組合士スキルアップ研修が９月９日㈮の東京会場を初めとして
各地で開催されております。ここでは研修のカリキュラムと日程についてご紹介いたします。

10：00～12：30

13：30～16：00

テーマ　「昭和の経営者の金言から学ぶ経営者の考え方」
講師：株式会社ディセンター　代表取締役社長

折原　浩氏

テーマ　「知っておくべきリスクマネジメントの法則」
講師：株式会社アキュレートアドバイザーズ代表取締役
　　　元大阪府警察本部財務捜査官・公認不正検査士 小林　弘樹氏
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平成２８年度　ブロック会議開催報告平成２８年度　ブロック会議開催報告
　今年度も各地で中小企業組合士協議会のブロック会議が行われております。既に開催を終了している中国ブロック
及び関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会より開催報告が届いております。

『中小企業等経営強化法』の概要について『中小企業等経営強化法』の概要について
　本年7月1日より中小企業等経営強化法が施行されました。この法律は、中小企業・小規模事業者等の生産性向上に
役立つ取り組み、計画について政府が積極的に支援するというもので、申請手続きが簡素化されているのが大きな特
徴となっています。

近畿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

大阪府内

函館市

長崎市

９月29日㈭

10月14日㈮

10月13日㈭、14日㈮

日　程会　場 場　所

今後開催されるブロック会議の日程

7月22日㈮中国ブロック中小企業組合士協議会（in 広島）
【通常総会・組合運営ワーキング委員会　意見交換会】

＜来　賓＞　全国中小企業組合士協会連合会 　齋藤会長、角副会長
＜出席者＞　中国ブロック中小企業組合士会会員　３４名
＜通常総会＞
中小企業組合士中国ブロック協議会・永井会長が議長に就任し、議案の審議に入った。平成
２７年度事業報告書及び決算関係書類の承認について、平成２８年度事業計画及び収支
予算（案）の承認について、平成２８年度会費分担額及び徴収方法承認について等が審議
され、すべての議案において可決決定された。
＜組合運営ワーキング委員会　意見交換会＞
「組合における課題について」をテーマとした意見交換では、主に次の様な意見が出された。
組合の課題
・共同購買等の共同事業が下降気味であり、組合に所属するメリットが減っている
・組合の求心力が低下し、総会への出席者は同じ人ばかりになっている
・組合執行部は組合士制度を認識しておらず、十分な評価もされていない
組合士制度の課題
・実務経験（３年）の縛りも受験の妨げとなっている
・全国の組合士間のネットワークづくりや、事例・ノウハウの蓄積を図ってはどうか
・組合士取得の動機付けの多くは人事制度上の条件であり、これ以外のメリットが少ない
・組合に精通した人材は貴重なので、OB組合士の人材リストを構築・活用してはどうか

7月5日㈫～7月6日㈬
関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会（ in 静岡）
【ブロック会長会議・全体研修会】

＜来　賓＞　全国中小企業組合士協会連合会　　　松下副会長
　　　　　　株式会社商工組合中央金庫静岡支店　横井支店長
　　　　　　静岡県中小企業団体中央会　　　　　田中常務理事
＜出席者＞　関東甲信越静ブロック中小企業組合士会会員　４５名
＜ブロック会長会議＞
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を行った。
＜全体研修会＞
静岡県副知事土屋優行氏より「伊豆半島地域の創生に向けて～地域活性化と連携のチカ
ラ～」をテーマに静岡県が取り組んでいる伊豆地域の地域活性化についての具体的事例に
基づいた施策の紹介や連携のチカラによる取組みの重要性についての講演が行われた。
２日目は、歴史・文化の背景や地域活性化に向けた取組みや課題などを学ぶため、伊豆半島 
南伊豆・下田の視察研修を行った。２日間を通して各都県組合士会が抱える課題を共有し、
今後の各組合士会が取組むべき活動のヒントを得ることが出来たと共に相互の交流・親睦を
深める機会となった。

中小企業等経営強化法 Ｑ＆Ａ
経営力向上計画の申請から認定までには、どのく
らいの期間がかかりますか。Ｑ
標準処理期間は３０日です。計画に記載されてい
る事業分野が複数にまたがる場合は４５日以内に
認定が得られるとご理解下さい。

A

中小企業庁のホームページから検索可能です。その他、手続き方法等についても中小企業庁のホームページを
ご覧ください。 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/A

指針のない分野の事業者も経営力向上計画の申
請は可能ですか。また「事業分野別推進機関」に
認定された機関への施策は何があるでしょうか。

Ｑ

申請をサポートしてくれる｢支援機関｣は具体的に決まっているのでしょうか。Ｑ

今後、指針の対象となる分野は増えていく予定で
すが、指針のまだない分野の事業者も申請可能
であり、その場合は基本方針に従い計画策定･申
請をいただくこととなります。また、推進機関に
ついては、当該機関の普及啓発・人材育成の実績
を踏まえて認定が行われます。現在、詳細につい
ては省令を作成しております。また、認定後は
労働保険特会から一定の助成金が受けられるこ
ととなっています。

A

事業分野別指針について、各省庁がバラバラに
出しているようですが、具体的に知りたいです。Ｑ
事業分野別指針は現在11指針策定されています。
従来の支援策では製造業向けが多かったのですが、
今回は非製造業も幅広く対象としており、所管す
る行政庁毎に担当しているのが特徴です。

A

事業分野別経営力向上推進機関において人材育
成を行う場合には、労働保険特会からの支援を
受けることが可能とされているようですが、どの
ような支援を受けることが可能でしょうか。

Ｑ

推進機関が事業主団体である場合「キャリア形成促
進助成金」により「事業主団体等を対象とする『一般
団体型訓練』による助成」が対象となります。ただし
対象となる訓練内容については、キャリア形成促進助
成金パンフレット（http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11600000-Shokugyouanteikyoku/280502pf.pdf）をご確認く
ださい。

A

経営強化法 検索

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経
営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じるもの。

1. 政府による事業分野の特性に応じた指針の策定
国は、基本方針に基づき、事業分野ごとに生産性向上（「経営力向上」）の方法等を示した事業分野別の指針を策定。個別の事業分
野に知見のある者から意見を聴きつつ、経営力向上に係る優良事例を事業分野別指針に反映。

2. 中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組への支援
中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができる。認定事業者
は、税制や金融支援等の措置を受けることができる。

趣　旨

基本的
スキーム

経済産業大臣
（基本方針の策定）

事業分野別
推進機関

優良事例の提供

※事業分野別指針が策定されていない分野においても
　基本方針に基づいて申請ができることとする

※中小企業庁ホームページ「中小企業等経営強化法について（詳細概要）」より抜粋

【支援措置】
→生産性を高めるための機械装置を取得した
　場合、3年間、固定資産税を1/2に軽減
→計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
　（融資・信用保証等）

・商工会議所・商工会
・金融機関
・税理士、診断士等の専門家

申請 認定

普及啓発
人財育成

申請を
サポート

主務大臣

経営力向上計画

（事業分野別指針の策定）

申請事業者 支援機関
中小企業・小規模事業者

中堅企業
例

（ ）


