第66回中央会通常総会を開催

特集

本会第66回通常総会が６月９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。
本年度も昨年度に続き、新型コロナウイルス感染防止のため、開催規
模を縮小のうえ、会員組合には極力、書面議決または委任状による参加
を依頼し、当日は県内各地から会員組合の代表698名（本人出席28名、
書面出席616名、委任出席54名）が出席、会長から提出された８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。

①

議事の様子

定刻14時00分、池田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、「令和３年度
の事業計画は、新型コロナウイルス感染症で深
刻な影響を受けている中小企業の支援を第一
に、中小企業組合の持つ連携の力を最大限に発
揮できるよう様々な事業を実施し、支えて参る
所存」と挨拶を行った。
また表彰式では、県知事表彰１名並びに中央
会会長表彰優良組合10組合、組合功労15名が
発表され（表彰者名簿参照）、知事表彰として九
州シーリング工事業協同組合の橋口律雄理事
長、総代として優良組合は、企業組合劇団風の
子九州が、組合功労者は、福岡県茶商工業協同
組合の吉泉正幸理事長に賞状が授与された。
来賓には、初田福岡県商工部次長、三浦商工中
金福岡支店長兼久留米支店長がご臨席され、錦上
花を添えていただくとともに祝辞をいただいた。
議事に入る前に、届けられた祝電を、披露した。

初田福岡県商工部次長
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三浦商工中金福岡支店長兼
久留米支店長
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ついで忍田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３年度事業計画では「中小企業連携組織
支援の強化」、「新型コロナウイルス感染症で深
刻な影響を受けた中小企業に対する支援」
「コー
ディネート機能の推進強化」、
「まちづくり活動・
持続可能な地域づくりへの支援」、「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。
本年度は、第８号議案にて、役員の補選を実施
し、理事２名及び監事１名を選任した（下記参照）
。
最後に梯副会長より閉会の挨拶がなされ、第
66回通常総会を終了した。
【新たに選任された理事（順不同）】
理

事

堀内

重夫 福岡電気工事業協同組合理事長

理

事

森山

武俊 福岡県醤油工業協同組合理事長

監

事

吉開

元治 福岡県味噌工業協同組合理事長

挨拶を行う桑野会長

議長を務める忍田副会長

第 66 回通常総会表彰者名簿

（順不同・敬称略）

律雄

九州シーリング工事業協同組合

理事長

集

橋口

特

知 事 表 彰

会 長 表 彰

優良組合

組合功労者

企業組合劇団風の子九州

白石

秀充

福岡県印刷工業組合

田﨑

克敏

竹下商店街振興組合

山本

優一

福岡県板硝子商工協同組合

福博ダンプ協同組合

宮原

O W L 協同組合

事業協同組合経営高度化センター
北九州生花商協同組合

草皆

久留米駐車協同組合

田中

合川食糧販売企業組合

協同組合インテリアポート

才田

永松

筑豊・京築清掃事業協同組合

橋本
渡邊
吉泉
原

洋人
善之
宏二
洋之
高詩
耕治
洋光
正幸
誠

鶴

信行

田崎

正美

中田

資明

九州シーリング工事業協同組合

企業組合劇団風の子九州

仮屋祐一理事長（左）

ツバメガス協同組合

福岡県砕石業協同組合

福岡金属製建具業協同組合
博多辛子めんたい協同組合

北九州広域生コンクリート協同組合
清掃美化協同組合

物流ネットワーク福岡協同組合
福岡県茶商工業協同組合

久留米一番街商店街振興組合
八女福島仏壇仏具協同組合
飯塚昭和通商店街協同組合

企業組合託児サポートキャラメル

Feature articles

福岡鮮魚共栄協同組合

橋口律雄理事長（左）

福岡県茶商工業協同組合

吉泉正幸理事長（左）
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令和３年度事業計画
基本方針
令和２年１月に国内で初めて確認された新型コロナウイルス感染症は、第１波から第４波まで感染拡大を繰
り返し今日に至っている。また、全世界での新規感染者数は欧米、南米、南アジア等を中心として感染が拡大し、
令和３年１月末にはついに１億人を超えた。その後、各国でワクチン接種が開始されたこともあり、全体的には
新規感染者数については一進一退を繰り返しているが、４月からは、我が国でも感染力が強いと言われている
変異株が猛威を振るってきており、未だに収束の目処が立っていないのが実情である。加えて、本県においても
５月12日より３度目の緊急事態宣言が発令されることとなった。
このような中、本年は、昨年から延期されていた東京オリンピック・パラリンピックが７月から開催される予
定であるが、新型コロナウイルス感染症の拡大により不透明な状況となっている。コロナ禍の中、無事開催する
こととなれば、国民一人一人の理解、協力のもと、この国際的大会を成功裡に終わらせるとともに、景気のＶ字
回復が期待されるところである。
また、４月からは中小企業を対象としたパートタイム・有期雇用労働法が適用され、同一労働同一賃金への対
応が求められているが、
現下の景気動向を鑑みると、
中小企業にとって厳しい経営環境であることは明らかである。
このような状況の中で、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、福岡県中小企業生産性向上支援センター運営事業を引き続き受託するとともに、令和２年度第３
次補正予算で成立した中小企業等事業再構築促進事業にも関与することにより、中小企業が抱える諸課題解決
のため積極的に取り組むこととしている。
本会は、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を通じ、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することにより、適時適切な支援活動を展開するとともに、国・県等に対しては中小
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掲げているが、新型コロナウイルス感染症の動向を注視し、ウィズコロナ・ア
フターコロナを見据えた上で、新規事業を含めて事業の見直しを行うこともあり得る。

重点目標
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

④組合等情報ネットワークシステム等開発事業を
活用した中小企業のデジタル化の推進

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

（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

で日常的密着支援を高め、会員等のニーズを迅速に

せ、相互補完による共同事業推進母体を創設するた

把握し、必要な支援策の活用を紹介するなど諸課題

め次のとおり支援を行う。

の解決に努力する。

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

（２）会員組合の環境変化対応支援

③組合間や組合・他組織間等の組織間連携の推進

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
③ＩＴを活用した組合運営の体質強化
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（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．新 型コロナウイルス感染症で深刻な影響を受

支援
本会内に事務局を設置する福岡県商店街振興組

重点措置」の実施で該当地域のみならず国民全体の

合連合会と連携し、
「Go To商店街」をはじめとす

行動が制限され、今や全ての中小企業に多大なる悪

る各種商店街支援事業を活用し、新型コロナウイル

影響が及んでいる。その様な切迫した状況を改善す

ス感染症拡大で落ち込んだ消費の取り込みに対す

るため行政、金融機関及び中小企業支援機関と連携

るイベント、商業施設の整備、買い物弱者サービス、

して総合的支援を行う。

子育て・高齢者支援サービスの提供等の支援を行

集

政府による緊急事態宣言の発令や「まん延防止等

特

けた中小企業に対する支援

４．ま ちづくり活動・持続可能な地域づくりへの

う。特に商店街は地域の生活の拠り所であり、賑わ
３．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

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。また、急激な人口減少に直面してい
る地域において更なる人口の減少を抑止し、地域社
会・地域経済を維持するため「特定地域づくり事業
協同組合」を活用した地域づくり事業を支援する。

行う。
①中小企業施策を活用した販路開拓等の支援
②BCP（事業継続計画）や事業承継に対する取り
組み支援
③中小企業等が新しい業種・業態に転換して活動
していくための事業再構築に関する支援
④下請取引適正化ガイドライン、優越的地位濫用

５．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。

ガイドラインの普及促進による公正取引の推進
⑤官公需適格組合証明制度の普及と受発注情報の
提供
⑥被 災地中小企業の復興と経営強化に寄与する
支援

６．労働・雇用関連事業への積極的な取り組み
中小企業が直面する様々な経営課題に対応するた
め、国の政策に沿って「働く環境の整備、職業の安定、
人材の育成」を強力に推進する。特に働き方改革関
連法の段階的施行を踏まえ、中小企業者等が積極的

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

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
て総合的な支援を行うこととする。

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。

７．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

（３）海外展開への取り組み支援

事業を外部に委託して実施しているが、本会では従

連携して海外市場の開拓や海外との商取引の拡大

来の受託機関としての実績を踏まえ、今年度も中小

を目指そうとする中小企業を支援するため、福岡ア

企業の経営強化に資する事業を積極的に受託し活動

ジアビジネスセンターや中小企業基盤整備機構など

する。

関係機関と協力し、周知啓発など必要な支援を推進
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総意を形成し、そ

（４）各種制度改正への対応に向けた取り組み支援

の声を政策に反映させるため、政府・与党、県等との

令和３年４月より導入された、同一労働同一賃金

連絡・連携強化を図るとともに必要に応じ建議陳情

への対応をはじめとして、各種制度改正へ組合・業

活動等を実施し、本会の政策提言機能の強化を図る。

界が適正に対応できるよう、専門家派遣等を通じて

また、中小企業経営を圧迫するおそれのある税制

支援する。

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九州
大会・全国大会等を通じて訴えていくこととする。
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Feature articles

（２）環境・省エネ問題への取り組み支援

