
別紙　１

受けていない理由 受ける必要がない理由

当組合で現状やっていけているので 今後も当組合でやっていく予定です。

主たる事業活動は行っていないため

必要性を感じない 同左

現状必要なし 現状必要なし

組合として必要がない 必要がないから

税理士からの指導により・借入０円の為 左記同

特に質問事項がないため

税理士 税理士

資金繰りの必要がない 左に同じ

できていると思っているので

現状、その必要で意が少ない

会計事務所と契約済み

問題なし 困っていない

事業がない

今まで必要がなかった

(1)会計士に経理税務(2)管理は北勢市場㈱(4)借入金はなし
(5)情報は北勢市場㈱

専門業者に委託している為 専門業者に委託している為

必要がない

現在は順調なので

組合活動が休止のため

専属税理士がいる

必要に迫られていない 今のところ必要でない

現状維持 現状維持

指導支援を受けるほど大きくない（規模的に･･･）

事業が土地の賃貸のため

指導支援を受けるほど大きくない（規模的に･･･）

就任して日が浅いため

中央会の支援業務を「6.受けていない」、「6.受ける必要がない」を選択された方は、よろしければその理由をお
聞かせください。



受けていない理由 受ける必要がない理由

なかなか業務拡大できずにいるため

顧問税理士事務所に依頼している。

当組合内で業務を処理しているため（会計士、司法書士への
委託を含む）
事業に必要ないから

少人数の組合のためその必要がない 左に同じ

受ける用があまりありません。

経理面は会計士、他は組合員数少なく小規模のため 経理面は会計士、他は組合員数少なく小規模のため

問題がない 問題がない

特に困っていない 特に困っていない

活動中止の状態が続いている

税理士が入っている

金融関係においては現状必要ない 短期見通しでは問題ないと思う

支援業務があるのが知らなかった

自主独立があって後のことだから 自主独立があって後のことだから

会計事務所、司法書士に委託相談

組合実態の活動が少ないので 組合数に増える見込みがない

経理士と相談しています

現時点での必要がないため

金融相談の支援については金融遺憾で対応

税理士にお願いしている 今後も税理士に

中身がよくわからない

現状で進行

たいした活動をしていない たいした活動をしていない

特に質問事項がないため

当組合は金融機関であり、上部団体にて支援機能がある為 左記と同様です。

話が一般論である

税理士に依頼

小規模であり事業費も少ない 小規模であり事業費も少ない

金融の運用、情報化も行っていない。 金融の運用、複雑な情報化を考えていない。

現時点特に関係がない 順調と推移しているため

税理士の指導による

税理士の方にまかせてある

個別支援先あり 同左

経理、税務関係者あり 顧問の会計士がおります

税理士の指導

知らなかった

税理士が入っている

あまり具体的なアプローチがない

現状必要なし 現状必要なし

専門家に委託している

機会がなかった

現状は、金融機関との折衝を当組合にて行っている。

今のところ、そういう事案がないから 必要であればお願いしたい

現在は必要性がない

すべて整っている 同左

経理、税務については、税理士に依頼している 経理、税務については、税理士に依頼している

今のところ必要がないから 今のところ必要がないから



受けていない理由 受ける必要がない理由
本年度代表理事となったものの前任者から引継ぎされていな
いので
会計事務所に指導してもらっているので。 左に同じ

事業上かかわりがない

(1)顧問税理士がいる(5)今まで機会がなかった (1)顧問税理士より指導を受けている

現在は必要がない 受けることが無い

活動していないので 今後もあまり活動することがないので

問題なく運営できている 問題なく運営できている

融資に関することは行っていません 融資に関することは行っていません

経理税務に関しては、顧問税理士がいるため、他は他団体へ
事務委託しているため

左同

(1)税理士に任せている(4)特に困っていない(5)どの程度の内
容なのかわからない

(1)税理士に任せている(4)特に困っていない

（１）現在会計事務所に指導してもらっているので

税理士の指導による

組合員よりそのような申し出が無いから 左記と同じで相談あればお願いするでしょう

経理税務に精通している 借金が不要

別途税理士事務所で行っているか

資金繰りは順調なため

支援業務内容の具体的な話を余り聞いたことが無い 現在不便さを感じていないから

専門的に人に任せているから 専門分野の人に委託をする

商工会を利用している

担当者多忙のため

現状必要ないため 当面受ける必要ないため

小規模なため 当面規模拡大等考えていない

税理士に指導を受けている 同左

現状は会計事務に依頼済みのため

税理士と相談している

必要ないので 必要ないので

相談していないから

受ける必要なし

経理・税務担当の人がいるため 経理・税務担当の人がいるため

現在まで受ける必要がなかった 現状では将来的に融資を受ける予定が無い

資金繰りに問題ないため

対象業務があまりない

当方からの要請をしていない

税理士に相談しているから

現状必要な支援内容がない為

現在その必要性がない 同左

現状では、組合組織が元気がないので相談の必要がない 提出書類のチェック段階で相談する程度

税理士、司法書士に相談している 同左

税理士に委託しているから

税理士さん契約

現状対応できているから

必要が無い 税理士、労務士に依頼

金融面で支障がないため



別紙　２ 別紙　３

ホームページについて 組合等名・アドレス

よく見る箇所 今後希望する内容

見ない

官公庁、規則、用紙等

官公庁、規則、用紙等

現時点では、ほっと通信とホームページで充分

三重ものづくり中小企業MAP 同左

中央会からのお知らせ・国県等の施策情報

履歴、案内文の確認

組合運営などについて

商業活性化事例

中央会からのお知らせ 特になし

履歴、案内文の確認

組織図、景況情報

全体

組合Q&A

中央会からのお知らせ

他県の中央会の活動

支援施策 組合検索の項目増加（TEL/FAX等）

トピックス



よく見る箇所 今後希望する内容



よく見る箇所 今後希望する内容



別紙　４

３－（２）中央会では各種の講演会や研修会等を開催し
ておりますが、その内容等についてのご意見ご感想を
お聞かせください。

ご意見

我々の業界に関連した事項が少ない。

関心のあるテーマに当たらない

3回/月～2回/月は無理

就任して日が浅いので何とも言えないが、研修会を開催して
頂けるのは有難い。

必要にせまられないと参加しにくい

内容が合わない場合は参加していないです。

金融機関としての独自の研修を受けております。

当組合に適合したテーマが少ない

各地で開催してほしい

間に合っている

開催場所が遠くあまり時間もないので

研修会会場を南勢地区にも願いたい

表面的な説明が多く、深く説明されない

現在の組合業務との関係がない

入社して１年未満のため

テーマが合わない



ご意見



ご意見



別紙　５

 ３ー（３）①組合員への情報伝達と頻度①伝達方法に
ついて（該当する番号をいくつでも□にご記入くださ
い。）

その他

回覧で

メール便、組合新聞

一部の役員に伝達することもある

必要性に応じて電話してFAX

必要によりその都度口頭で



その他



その他



別紙　６

具体的なテーマ 聴講希望講師 その他何でも

補助金、助成金
具体化、相談に乗ってもらえる弁
護士、コンサル等（東海圏所在）

組合の運営方法など（初歩的なテーマ）

組合会計、組合運営について 池上彰氏 組合の通常総会で毎年記念講演会を行っている。

税制改正及び税務処理方法について
弁護士、税理士、不動産コンサル
などの先生

当組合年２回（５･１１月）勉強会を実施しているので講師の派
遣をお願いします。

組合運営等 リスク管理について ゆとりをもって、補助、助成金等の事業の連絡がほしい。

事業転換の可能性とリスク 池上彰氏
開催月、開催日の考慮（参加しやすい月日：いつが良いか復
案は持っていない。）

建設木材等木材の需要増進に関連すること。
一般競争入札制度の導入により、低価格な受注が発生し中
小企業の収益は悪化している。入札という制度の根本的な見
直しを希望します。

会社分割、中小企業のM&A、同業組合のM&A
事業協同組合の今後のあり方について、研修する場があると
有難いです。

今後の経済について 中国・ベトナム等の国における経済成長

経理・総務関係 名目的な講演は現世で必要ない。

環境産業に関するもの。植物工場等の新農業分野
小さい組合の為、専門職がいず再度運営の指導をお願いした
いです。

組合会計、組合運営について
現状の小企業、零細企業が生き残る打開策についての研修
会。海外企業との価格競争を強いられる下請け企業の現実
的な企業改革について。

補助事業、助成金事業について 遠方のため参加できないと思う

組合員の増加施策
行政との連携をどうするか。環境問題と中小企業のかかわ
り。

法人税の計算方法、税法改正による講習会、ネット起業推進
講座、エクセルの関数の使い方

内・外が統一されない為、納入先（量販店）より。⇒外3%→内
5%⇒消費税5%の負担強要があった。⇒（現在進行形）　☆外
税に統一すべき　☆消費税以外は各企業努力による

下請零細企業は地域活力を競うより自社活性化で精一杯の
ようです

税法改正

資金調達（資金繰り）支援

組合士、中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士など
の業務内容の紹介など

組合運営について（理事・事務局として最低限行わなければ
ならないこと）

官公需施策の充実

中国実習生に関する情報

企業から見た組合のあり方

円高によるメリット及びデメリットと三重県の各種産業における
影響

アナリストとかデスクワーク的な講師は必要ない。現物体験者
（実務者）の話題

世界のしくみと今後の日本

中小企業零細企業でも立派に生き延び、発展している経営者
の話

組合決算について

３－（４）平成２３年度に講習会３回、研修会２回実施する予定です。どのようなことでも結構ですのでご記入ください。



具体的なテーマ 聴講希望講師 その他何でも
消費税（最悪の内税）→外税に。税（消費税）の負担に⇒経営
が圧迫されている。

邱永漢か竹中平蔵氏なら参加したい。

地域の人々とネットワーク事例



具体的なテーマ 聴講希望講師 その他何でも



別紙　７ 別紙　８

３－（５）②平成23年度に、先進企業視察を実施する予
定ですが、希望する業種や企業がありましたらご記入く
ださい。

３－（５）③視察日数についてお聞かせください。

３－（５）② その他

鉄鋼工業企業 2泊3日

おそらく参加しない 又は３

トヨタホームの製造工場 又は２

ヤマト運輸

建設、不動産

建設、不動産

トヨタ・ホンダ・任天堂

植物工場施設

先進企業もよいが、伝統の技法、工法を伝える現場見学（主
に建築業）

経営品質について、県あるいは認証団体（全国組織）から受
賞した会社

サービス業

衣食のブランドメーカーORオンリーワン企業

リサイクル業

お客さんがたくさん集まる土産物屋さん

石材

国産木材の合板製造

倉庫業等

農業（農作物）→少人数で行っている企業が抱える問題点等
について知りたい

福祉関係

中国かベトナムに輸出している小規模な会社

熱供給業

農業

リサイクル企業



３－（５）② その他



３－（５）② その他



別紙　９

３－（５）④視察参加料についてお聞かせください。

その他

視察先、場所によって変わると思います

無料でも時間の都合で参加できない場合有り

自分の希望する職種なら優良でも良

無料がよいのは人情です。



その他



その他



別紙　10

３－（５）④どのようなことでも結構ですのでご記入ください。

どのようなことでも結構

営業の手本となるような企業を視察したい

おそらく参加しない

毎年企業見学会を組合で行っている。

他組合の訪問（実情を見てみたい）

あまり興味がない

開市がある以上休めない

営業の手本となるような企業を視察したい

京セラ（伊勢）・赤福

この厳しい時代に無料はないと思う。

ほっと通信の部数を10部（役員数）いただければ幸いです。

将来の展望が見出せない今、目標がなく、地方商店街が参考
にする所が見当たらない

視察先と現状との差が大きい場合対応が難しい

平成23年度よりコンサルタント事業をして実績をだしたい

参加した事ないですが、いつも内容見させていただきますが、
「目的が理解できない」もっと真剣に中央会は考えるべきだと
思います。

視察は情報の欲しい企業、分野であれば参加するが基本的
に考えていない。

参加できないと思う



どのようなことでも結構



どのようなことでも結構



別紙　11

４－（２）組合に関する支援テーマ･ご意見やご要望

支援テーマ ご意見・ご要望

販売促進
ほとんど会としては活動していない。以前のように取扱事業が
ないため

事業転換支援
組合の業種が多種多様ですから難しいと思いますが、」もっと
地域別とか業種別とかに的を絞って援助されたらどうでしょう

後継者問題 中勢、北勢分科会のような集まりがほしい

経済が低迷する中で、今後組合員の倒産、組合脱退等様々
な問題が発生するおそれがある。それに対する対応方法への
支援。

国及び議員への請願

印刷業は先細り感があるので特色を生かした業態改革を行っ
ている所なので「経営革新」のコンサルタントをしてほしい。

空店舗対策

１．後継者問題　２．各業種別の活性化対策

金融相談、支援

当組合と業種内容の近い組合さんとの情報交換の場の設定

パートナー探し

消費税の統一（外税に統一が最良）



支援テーマ ご意見・ご要望



支援テーマ ご意見・ご要望
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５－（３）会費負担についてのご意見

ご意見

組合員数が減っていますので

こめんなさい。予算が立ちません。

普通と思いますが、財政厳しき折、安ければ安い方が良い。

組合員数の減少に伴い安くなればと思います。

組合人数に対し高い

年間の組合運営などに関わる度合いからすると高額と思われ
る

現在の半額くらいにしてほしい

高い安いは、正直分からないが、信じます。

業務、支援活動からみたら高い！

会員減少により負担がきつい



ご意見



ご意見
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６－（２）今後期待する活動は？中央会への要望、お気
付きの点等

7

担当者の方にはいつも大変お世話になっています。分からな
い事も親切、丁寧に教えていただけるので助かります。

会費を安くしてほしい。

現在、担当の方がきめ細かにご指導願っているので助かって
います。3月に四日市市へ移転しますが今後ともよろしくお願
いします。

中央会のホームページの共済制度の項目の中に県共済の共
済を記載していただきたい

ほとんどわからない項目ばかりでアンケートにならず、すみま
せん。

官公需取得の為に大変お世話になりました。今後共宜しくお
願いいたします。

会員数÷担当者＝MAX→「訪問ありき」からすれば「期待・要
望」は記入する方がプレッシャーです。

中央会のホームページの共済ページの中に県共済の共済を
記載していただきたい。

大変遅くなってすみません。

人材育成事業（営業力の講習等と助成金等）

組合の事務局を担当するのが１年目であり、特にありません。

中小零細企業の存続、活性化が大前提である

30年余り前は県の情報は中央会を通して行われたので有難
かったが、現在、県農水省工部、県振連等より情報提供も多
く、小売業にとってあまり有効な情報を求むることは困難と思
われる

ご指導の程お願いします。

難しいと思います！

担当の方は親切で大変たすかっています。

新しい事業を始めるためのパートナーとなる会社を探してほし
い
担当者がこちらの求める情報を的確に与えてくださっているの
で満足しています。

いつもお世話になりありがとうございます。今後もご指導よろ
しくお願いします。

連携支援課の北出様には的確なご教示を賜り深く感謝してお
ります。
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