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熊本県中小企業団体中　央会 とは?

組合とは？

①企業経営の効率化を図る事業協同組合 

私たちは、
中小企業の“組合づくり”のパートナーです
私たち「中小企業団体中央会」は、中小企業を
支援する団体で、主に“組合づくり”のサポー
トを行っています。あらゆる分野の組合（事
業者の団体。詳しくはP3参照）の設立を通し
て中小企業を組織化し、連携を活かした共同
事業を推進することで、中小企業の発展を図

ることを大きな目的としています。
昭和30年に制定された「中小企業等協同組
合法」に基づき、熊本県を含む全国47都道府
県に1つずつ（都道府県中小企業団体中央
会）、全体をまとめる全国団体（全国中小企業
団体中央会）が1つ設立されています。

「中小企業団体中央会」が設立のサポートを行っている組合には複数の形態がありますが、
代表的な2つの組合をご紹介します。

中小企業組合制度の中でもっとも普及しているのが「事業協同組合」。同じ業種などの中小
企業者がお互いに協力し「相互扶助の精神」に基づいて事業を行う組合です。協力体制がある
ことで、組合員の経営の合理化や効率化、取引条件の改善などを図ります。

②創業におすすめの企業組合
同じ思いを持つ個人事業主や勤労者などが、資本と労働力を持ち寄って組合員となり、一つの
団体となるのが「企業組合」です。事業者に限らず、企業OB・OGや主婦、学生なども加入が可
能。組合事業の自由度が大きく、安定した働く場の確保のほか、小規模事業者による経営規模
の適正化を図る目的で設立されます。
近年では子育て支援や介護、まちづくり、高齢者の社会参加といった分野で活動の場を広げて
おり、「ソーシャルビジネス」としての機能が注目されています。

例えば…
●管工事関係の組合。組合全体で仕事を受注・分担。安定した業務に取り組むことができます。
●味噌メーカーの組合。原料の大豆を組合でまとめて購入。仕入れコストの削減につながっています。

例えば…
● 熊本県では、廃食油を再利用した石鹸を通し環境保全に取り組む組合があります。
● 商店街を元気にする取組から始まった日本一小さなワイナリーを営む組合があります。

商工会・商工会議所との違い

上記以外にも「協業組合」「商店街振興組合」「商工組合」「生活衛生同業組合」などがあります。

商工会議所

商工会は、商工会法に基づ
き、その地区内における商工
業の総合的な改善発達を図
り、あわせて社会一般の福
祉の増進に資することを目
的とする経済団体であり、原
則として町村の区域を担当し
ています。

商工会

商工会議所は、商工会議所
法に基づき、その地区内に
おける商工業の総合的な改
善発達を図り、兼ねて社会
一般の福祉の増進に資する
ことを目的とする経済団体
であり、原則として市の区域
を担当しています。

中小企業団体中央会

中小企業団体中央会は、中小企
業等協同組合法に基づき、中小
企業組合の指導連絡を目的と
する経済団体であり、都道府県
中小企業団体中央会と全国中
小企業団体中央会があります。

簡単に言うと、商工会議所は市の区域、商工会は町村の区域の
事業者（個社）の経営支援を行う団体であるのに対し、中央会は
県内の組合（事業者の団体）の支援を通じて、中小企業者の発展を
図っていく団体です。
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組合を設立するメリット

税制上の優遇措置

組合の基準および原則
組合は、中小企業者による民主的な共同経営体であるため、組織運営の規範・基本方針として、
備えておかなければならない基準および原則が以下の通り定められています。

法人税 利用分量配当 ※ 印紙税

組合形態、所得金額によって
優遇されています。

損金に算入できます。 定款や組合と組合員間の受取書など
では印紙税がかかりません。

※組合の事業を利用した割合に応じて組合員に行う配当

（１）相互扶助目的
　　　組合は、組合員の相互扶助を目的としています。

（２）加入・脱退の自由
　　　組合への加入・脱退は任意です。

（３）議決権・選挙権の平等
　　　出資口数にかかわらず１組合員１票です。

（４）剰余金配当の基準
　　　利用分量配当・出資配当（年１割以内）が可能です。

（１）直接奉仕の原則
　　　組合事業は、組合自体の利益追求ではなく、組合員
　　　に直接効果を与えることを目的としています。
　　　（員外利用の制限）

（２）公平奉仕の原則
　　　組合事業は、特定の組合員の利益だけを目的とし
　　　て行うことはできません。

（３）政治的中立の原則
          組合は、特定の政党の政治目的に利用できません。

基　　準 原　　則

組合は、以下のような優遇措置が受けられます。

熊本県の身近な組合

下通商店街のアーケード改修整備を目的に設立された
4つの商店街振興組合のひとつ。地域に密着した共同
イベントの開催をはじめ、駐車場・公共交通機関・タク
シーに利用できる“交通券発行事業”、下通で使える
“お買い物券発行事業”を行っています。また、客引き
防止条例に沿った対策を行い、安心・安全にお買い
物ができる環境づくりにも取り組んでいます。

熊本市下通新天街商店街振興組合

阿蘇の奥深い里山にある温泉郷。アクセスの弱みを
発想の転換で“秘境”という強みに。他の温泉地と差
別化するために温泉街一体での発展を目指し協同組
合を設立しました。組合の名物となる“入湯手形事業”
を導入。近年ではSDGsを念頭においた環境保全
活動、“湯めぐり風呂敷”の販売など、地域資源の活用・
循環に取り組んでいます。

黒川温泉観光旅館協同組合

グリーンコープから配送事業を受
託し、県内7カ所の拠点から食材を
届けています。企業組合という形態
を選択したため、メンバーそれぞれ
が事業主。組合員全員が平等で、意
見を言いやすく仕事に対する充実
感が得られやすい環境です。

企業組合ワーカーズコレクティブ・レインボー
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設立直後から高い信頼性
手続きと登記だけで設立できる株式会社や一般社団法人に比べ、組合は都道府県など行政庁の認
可が必要な「認可法人」です。時間と手間はかかりますが、その分高い信頼性を得られます。

公平で平等な組織
「株」を多く持っている人に議決権が集中する株式会社に対し、組合は全員平等の“1人1票”です。
1人あたりの出資額が全体の4分の1を超えることも禁止されています。議決権が出資額に左右され
ないという意味において公平で平等な組織と言えます。

金融支援を受けられる
株式会社商工組合中央金庫（商工中金）は、政府と中小企業組合との共同出資による政府系金融機関で
す。同金庫に出資している組合（中小企業団体）とその構成員である組合員向けに融資を行っています。

組合等に対して、運営を支援するための補助事業があります。

補助事業・助成事業が活用できる



熊本県中央会では、組合に対してのみならず、組合員（事業者）に対する
支援も行っています。
※事業内容は年度ごとに変更される可能性があります。最新の支援内容
は直接中央会へお尋ねください。

Q.1

設立支援
組合の設立には許認可が必要です。熊本県中央会の窓口には、
組合設立支援を目的とした「創業支援室」がありますので安心
して相談（無料）できます。

どうやって
設立すればいいの？ Q.2

運営の支援
設立後は担当支援員が定期的に組合を訪問。さまざまな
課題に対して、face-to-faceで相談に応じています。

設立後の運営が
不安…

Q.3

専門家の派遣・
補助金の紹介
支援員だけではなく、各問題・課題に特化した専門家の派遣、
各種補助金の紹介も行います。

商店街全体の売上が
減少した… Q.4 新たな制度や法律に

ついて知りたい

組合に関する支援

Q.1 新しい設備を導入
したいが高額… Q.2

販路開拓・
商品開発のサポート
熊本県中央会では、百貨店などのバイヤーと連携し商品改良
の支援もしています。優れた商品についてはスーパーマーケッ
トトレードショーといった商談会出展の補助も行います。

新商品の販路を
拡大したい

Q.3

外国人材
受け入れの相談
外国人材の雇用や労務管理について相談できる支援センター
を県から受託。高度外国人材をはじめ外国人技能実習生制
度や特定技能制度に関する相談にもお応えしています。

外国人の雇用に
ついて相談したい Q.4 経営革新計画に

ついて教えてほしい

組合員（事業者）に関する支援

中央会の会員になると
こんなメリットが！

このほかにも…
各種施策や補助金等の情報を
タイムリーに入手できます。

中央会が発行　する機関誌や
メールマガジン　をお届けします。

中央会が主催する各種講習会・
研修会に参加することができます。

中央会が主催する各種会合・
交流会に出席し、さまざまな業界団体と
交流ができます。

定期的に支援員が巡回訪問、
気軽にご相談いただけます。

各種共済・保険　を中央会の
団体割引価格　でご利用になれます。

中央会の推薦を受けた会員組合は
関係省庁及び中央会から
表彰を受けることもできます。

中央会を通じて行政機関等に
業界の要望を建議・陳情できます。

中央会の主な支援メニュー
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研修会開催の補助
消費税の軽減税率やインボイス制度など、組合員が理解
すべき新たな制度・法律についての研修会にかかる経費
の補助も行います。

補助金活用のサポート
対象となる補助金をご紹介、応募に向けた支援を行います。熊
本県中央会は国や県の補助金の審査業務の受託実績もあり、
補助金活用に関する豊富なノウハウがあります。※審査業務
の受託状況により、サポートができない場合もあります。

認定計画策定の支援
経営力向上計画・経営革新計画等の各種認定計画の策定
支援を行っています。熊本県中央会は、認定経営革新等支援
機関です。安心してご相談ください。

こんなときにお気軽にご利用ください


