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特集 第64回中央会通常総会開催
　本会第64回通常総会が６月５日、福岡市博多区「福岡県中小企業振興セン
ター」にて開催された。
　当日は県内各地から会員組合の代表601名（本人出席154名、委任出席447名）
が出席、会長から提出された７つの議案が審議され、全議案とも原案通り可決
決定した。
　また、役員補選では理事２名及び監事１名を選出し、総会をいったん休憩して
開催した理事会で新たに専務理事が１名選任された。
　なお、議事に先立ち、来賓の祝辞、表彰式等が執り行われた。

服部福岡県副知事 藤井商工中金福岡支店長 挨拶を行う桑野会長 議長を務める花元副会長

　定刻13時30分、寺嶋副会長が開会を宣した
後、組合関係物故者に対する哀悼の意を表し、
出席者全員で黙祷を捧げた。
　続いて桑野会長が壇上に立ち、「従来の『組
合等の活性化支援の強化』『地域中小企業の経
営基盤の強化』に加え、政府の平成30年度補正
予算及び平成31年度予算で実施されている『も
のづくり中小企業への支援』をはじめ、『まち
づくり活動支援』や『雇用・労働関係事業の積
極的な取り組み』を重点活動の中心に置き、現
場に密着した活動を実施していく」と挨拶を
行った。
　また表彰式では、県知事表彰３名並びに中央
会会長表彰優良組合15組合、組合功労21名に
対し賞状が授与された。（表彰者名簿参照）
　来賓には、県・市等行政機関、金融機関さら
に中小企業指導関係機関等より多数がご臨席、
錦上花を添えていただくとともに来賓を代表
し、服部福岡県副知事、藤井商工中金福岡支店
長より祝辞をいただいた。

　ついで花元副会長を議長に選出した後、議案
審議に入った。議事は、提出された第１号議案
から第７号議案まで順次審議され、第２号議案
の令和元年度事業計画では「中小企業連携組織
支援の強化」、「コーディネート機能の推進強
化」、「まちづくり活動への支援」、「よろず支援
拠点や地域中小企業支援協議会との連携強化」
等を重点活動目標として掲げ、事業を展開して
いくこととした。
　また、本年度は役員の補選を実施し、理事２
名及び監事１名を選任した。なお、役員補選後
に理事会を開催し、新たに専務理事が１名選任
された（下記参照）。
　最後に重松副会長より閉会の挨拶がなされ、
第64回通常総会を終了した。

【新たに選任された理事及び監事（順不同）】
専務理事　吉岡　秀樹　員外
理　　事　平川　辰男　福岡県木材協同組合連合会
監　　事　竹ケ原政徳　川端中央商店街振興組合
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　第 64回通常総会表彰者名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

知　事　表　彰
関山　豊光	 福岡県室内装飾事業協同組合　前理事長
穂坂　博史	 九州マスチック事業協同組合・福岡県ビルリフォーム協同組合　理事長
重松　和馬	 久留米電気工事業協同組合　理事長

会　長　表　彰

優良組合
福岡県自動車電装品整備商工組合
福岡グリーン事業協同組合
九州ケネル事業協同組合
九州オートバイ事業協同組合
情報ネットワーク協同組合
みらい協同組合
協同組合広報開発機構
牧山鋼業協同組合
築地工業協同組合
東久留米ショッピングセンター協同組合
八女東部自動車整備協業組合
大川電気工事業協同組合
浮羽木材協同組合
田川生コンクリート協同組合
嘉飯簡易ガス協業組合

組合功労者
川田　孝広	 全九州コンクリートブロック工業組合　前理事長
江頭　啓介	 福岡医療関連協業組合　理事長
岩村　安信	 筑紫プロパンガス協同組合　理事長
前田　健吾	 中九州ガス事業協同組合　理事長
杉万　　隆	 福岡県警備業協同組合　理事長
田中　伸和	 福岡市広告美術業協同組合　理事長
塩川　哲也	 福岡県整骨協同組合　理事長
村上　浩二	 福岡県室内装飾事業協同組合　理事長
中山十四男	 小倉タクシー事業協同組合　理事長
森永　武幸	 玉栄茶業協同組合　理事長
柿本　芳春	 豊前液化ガス協同組合　理事長
梶原　康弘	 西日本砂、砂利採取販売協同組合　理事長
永田十代介	 久留米市清掃事業協同組合　理事長
井上　重敏	 久留米市冷凍空調協同組合　理事長
中野　一彦	 久留米市管工事協同組合　理事長
堤　　峰敏	 筑後地区ビル管理業協同組合　理事長
池末　和海	 大川化粧合板工業協同組合　理事長
成清　圭吾	 協同組合日本柔整総研・日本鍼灸総研　理事長
田代　　裕	 新筑豊青果商業協同組合　理事長
末吉　桓寧	 福岡中央ビル管理協同組合　理事長
山﨑　健一	 嘉飯山地区環境整備事業協同組合　理事長

中央左から
重松理事長
関山前理事長



NEWS FUKUOKA 2019.64

１．中小企業連携組織支援の強化
（１）�巡回訪問・相談対応強化による会員ニーズの

把握
　会員組合並びに組合員企業への巡回訪問を計画的
に実施するとともに、相談対応をより充実すること
で日常的密着支援を高め、会員等のニーズを迅速に
把握して、必要な支援策の活用を紹介するなどして
諸課題の解決に努力する。

（２）会員組合の環境変化対応支援
　会員組合が経営環境等の変化に応じて既存事業や
運営体制を適応させていくことは、組合存立上重要
課題であることから組合体質強化のため次のとおり
支援を行う。
　①�各種施策の活用や経営革新支援等による組合事
業の活性化

　②�青年部組織の再編と青年部活動を活用した活性
化対策の推進

　③�ITを活用した組合運営の体質強化

（３）新たな連携組織の創設推進
　各中小企業が有する経営資源を効果的に組み合わ

せ、相互補完による共同事業推進母体を創設するた
め、次のとおり支援を行う。
　①組合法、団体法等に基づく組合設立の推進
　②目的に応じた多様な連携組織の創設の推進
　③組合間や組合・他組織間等の組織間連携の推進

（４）中小企業連携組織等の活動情報の発信強化
　中小企業連携組織や構成員である中小企業は、
日々の事業活動に加え、広く地域の振興や文化の継
承等の社会的貢献を担っているが、その認識度は必
ずしも高くない。本会では、毎月の機関誌やホーム
ページ、メールマガジン配信等を活用して活動の認
知向上を行う。

２．コーディネート機能の推進強化
　中小企業の生産性向上を図り、新たな付加価値創
造を支援するため、次のとおり活動を行う。
（１）中小企業の経営基盤強化の支援
　中小企業の経営体質強化に資するため、次の活動
を行う。
　①�中小企業施策を活用した販路開拓等の支援
　②�BCP（事業継続計画）や事業承継に対する取り

重点活動目標

令和元年度事業計画

　基本方針

　本年度は、５月１日に元号が平成から令和に改元された時代の節目の年であり、６月にはG20サミットが日
本で初めて大阪で開催され、財務大臣・中央銀行総裁会議が福岡で開催されることとなっている。また、９月
からのラグビーワールドカップの試合が福岡でも開催されるなど、軒並み大きな国際イベントが控えている。
　観光立国を目指している我が国の2018年の訪日外国人は３千万人を突破、５年で３倍に増加し、東京オリ
ンピック・パラリンピックが開催される2020年訪日外国人４千万人の政府の目標も達成できそうな勢いであ
り、国内の個人消費が低迷を続ける中で訪日外国人による消費拡大が期待されているところである。
　一方、社会保障費・景気対策費を中心とした国の一般会計の歳出総額は101兆円超と、初めて100兆円の大
台を超え７年連続で過去最高を更新した。しかしながら、海外経済は米中貿易摩擦、世界貿易等で景気の減速
懸念が強まってきており、先行きは予断を許さない状況である。さらに、軽減税率や経済対策はあるものの
１０月には消費税増税と複数税率の導入が控えており、その対応に苦慮しているのが現状である。また、少子
高齢化が確実に進行している中で、多くの中小企業にとっては慢性的な人手不足に伴う賃金の上昇などによ
り、経営環境は厳しい状況が続いている。
　このような状況を踏まえ、本会としては、従来からのものづくり補助金、福岡県プロフェッショナル人材戦
略拠点運営事業、生産性向上支援訓練事業と共に新たに平成31年度当初予算に盛り込まれた「ものづくり・
商業・サービス高度連携促進事業」を受託することにより、中小企業が抱える諸課題解決のための支援に取り
組むこととしている。
　また、中小企業連携推進の専門機関として、日々の巡回や相談対応の中で中小企業の動向や中小企業組合等
のニーズを的確に把握し、適時適切な支援活動を展開するとともに、国・県等に対して中小企業対策のさらな
る拡充強化を求めていく所存である。

以下、本年度の重点活動目標を次のとおり掲げ活動を推進する。



NEWS FUKUOKA 2019.6 5

Fe
at

ur
e 

ar
tic

le
s

特
　
　
集

組み支援
　③�下請取引適正化ガイドライン、優越的地位濫用
ガイドラインの普及促進による公正取引の推進

　④�官公需適格組合証明制度の普及と受発注情報の
提供

　⑤�被災地中小企業の復興と経営強化に寄与する支援

（２）環境・省エネ問題への取り組み支援
　中小企業が取り組む発電、節電、蓄電、省エネ並び
にリサイクル設備の導入に関して、各種施策の周知
広報を行うほか、環境・省エネ問題への取り組みを
行う中小企業を支援する。

（３）海外展開への取り組み支援
　連携して海外市場の開拓や海外との商取引の拡大
を目指そうとする中小企業を支援するため、福岡ア
ジアビジネスセンターや中小企業基盤整備機構など
関係機関と協力し、周知啓発など必要な支援を推進
する。

（４）�消費税転嫁円滑化・軽減税率対応に向けた取
り組み支援

　中小企業者等の利益確保のために行う転嫁対策に
ついて、全国中央会と連携し、相談窓口の設置の他、
専門家派遣等の実施により転嫁円滑化に努める。
　また、本年10月に予定されている消費税率10％へ
の引き上げと「軽減税率」制度導入についても組合・
業界が適正に対応できるよう支援する。

３．まちづくり活動への支援
　本会内に事務局を設置する福岡県商店街振興組
合連合会と連携し、「地域まちなか活性化・魅力創
出支援事業」をはじめとする各種商店街支援事業を
活用して、商業施設等の整備、買い物弱者サービス、
子育て・高齢者支援サービスの提供、並びに外国人
観光客の消費の取り込みに対する支援を行う。特に
商店街は地域の生活の拠り所であり、賑わい・文化
の中心である商店街・商業集積等の活性化を支援
する。

４．�よろず支援拠点や地域中小企業支援協議会と
の連携強化

　中小企業者に対する支援をより効果的に行うた
め、「よろず支援拠点」事業や福岡県４箇所の県中小
企業振興事務所に設置されている地域中小企業支援
協議会と連携を取り、事業の推進に協力する。

５．雇用・労働関連事業への積極的な取り組み
　中小企業が必要とする人材を確保する観点から、
次のとおり活動を行う。

（１）�福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点運営
事業の推進

　「地方創生」への取り組みとして、大都市圏に偏在
する優秀な人材を地方に環流させることにより、地
域中小企業の成長戦略に繋げていくことを目的に、
本会内に「福岡県プロフェッショナル人材センター」
を設置し、企業訪問を中心に活動するほか、シンポジ
ウム、関係機関を交えた推進会議を開催する。

（２）外国人技能実習制度適正化の推進
　外国人技能実習制度の適正運営を推進するため、
本会が出入国管理庁OB、労働局OB、社会保険労務
士及び行政書士等の専門家と連携し、必要な事業を
推進する。

（３）働き方改革等への対応
　本年４月の働き方改革関連法の施行を踏まえ、中
小企業者等が積極的に取り組むことができるよう制
度の理解を図り、生産性向上や人手不足対応、取引
条件の改善等へ向けた総合的な支援を行う。

６．受託事業の積極的な実施
　国・県等においては、中小企業支援のため様々な事
業を外部に委託して実施しているが、本会では従来
の受託機関としての実績を踏まえ、今年度も中小企業
の経営強化に資する事業を積極的に受託し活動する。

７．�ものづくり中小企業に対する支援並びにフォ
ローアップ事業の実施

　「ものづくり企業サポートセンター」を設置、平成
30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向
上促進補助金」を交付する福岡県地域事務局として
支援を行うとともに、平成31年度当初予算化された
「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」
についても九州ブロック内の幹事中央会として事業
を推進する。
　また、平成24年度補正～平成26年度補正で設置さ
れた「ものづくりフォローアップセンター」とともに
ものづくり開発等に取り組む中小企業を支援、フォ
ローアップする。

８．政策提言機能の強化
　中小企業運動体として中小企業の創意を形成し、そ
の声を政策に反映させるため、政府・与党、県等との
連絡・連携強化を図るとともに必要に応じ建議陳情
活動等を実施し、本会の政策提言機能の強化を図る。
　また、中小企業経営を圧迫するおそれのある税制改
正の動き等を常に注視するとともに、中小企業振興に
配慮した経済対策の実施等を機会と捉えて全国大会
等を通じて訴えていくこととする。


