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組合のあしたを拓く組合士 

第 号 

　通常総会は、午前１１時に本連合会永井理事の開会宣言により

開会し、来賓として三上善功中小企業庁経営支援課課長補佐、

長浜涼子中小企業庁経営支援課事務官、堀内忠東京都中小企

業団体中央会専務理事、小林茂則東京都中小企業団体中央会

労働課長、市川隆治全国中小企業団体中央会専務理事を迎え、

市川専務理事より「中小企業を取り巻く我が国経済は厳しい状況

が続いている中で、中小企業組合等の連携組織が果たす役割は

ますます重要なものになっており、中小企業組合士は、その組合に

あって要である事務局で重責を担う方々で、組合の事業促進等に

向けたリーダーであると認識している。中小企業組合士によって組

合の活動が左右されるようになっていってほしい」とのご祝辞を頂戴しました。その後、齊藤会長を議長として議案審議

に入りました。 

　まず、三上副会長より第１号議案「平成19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」

説明がなされた後、町田監事より監査報告がなされ、原案通り承認されました。 

　続いて角理事より第２号議案「平成20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

20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、原案通り承認されました。 

　また、平成20年度の主な事業計画として例年進めている事業の他に、中小企業組合士制度創設35周年、全国中小

企業組合士協会連合会創立25周年記念式典を全国中小企業団体中央会と共催で開催すること、組合士協会未設

置県への設立促進を進めること、各ブロック会議に連合会主催の講習時間を設けること等が盛り込まれました。 
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編集後記　今年もまた猛暑がやってきました。緑の少ない地元ではヒートアイランド現象のため、夜も冷房が欠かせませ
ん。同じような暑さの中、当機関誌を前任から引き継いで担当して、早いもので1年が過ぎました。当連合会は創立25周
年の節目の年です。たった25年分の1年ではありますが、この1年間の経験や知識で、少しでも昨年より読みやすく、興味
を引くものになっていれば嬉しく思います。（加島） 
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平成20年度事業計画等を承認 

　去る6月13日（金）、全国中小企業組合士協会連合会の平成

20年度通常総会が、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、会員31名全員の出席のも

と開催されました。 



全国組合士だより 第10号（平成２０年８月） 全国組合士だより  第10号（平成２０年８月） 

中小企業組合士協会連合会創立25周年 中小企業組合士協会連合会創立25周年 
中小企業組合士制度創設35周年 中小企業組合士制度創設35周年 

　6月13日（金）に、ホテルインターコンチネンタル東京ベイにおいて「中小企業組合士制度創設35周年・中小企業組
合士協会連合会創立25周年記念式典」が全国中央会との共催で盛大に挙行されました。式典では中小企業組合士制
度の普及・振興に功績のあった方々へ、中小企業庁長官表彰、全国中央会会長表彰、当連合会会長表彰及び感謝状の贈
呈式が行われました。対象者の選定については会員協会及び都道府県中央会から推薦があった方々について、それぞ
れの被表彰候補者審査委員会等を開催し、中小企業庁長官表彰が10名、全国中央会会長表彰が36名、当連合会会長
表彰が34名（協会運営功労者13名、優良組合士21名）、感謝状12名を決定していることから、当日、中小企業庁長官
表彰が、長尾中小企業庁経営支援部長より、総代の佐藤保子氏（秋田県組合士会理事）に表彰状及び記念品が授与され、
引き続き、全国中央会会長表彰が佐伯全国中央会会長より、総代の寺西志公氏（広島県組合士会会長）に、当連合会会
長表彰が齊藤会長より、協会運営功労者総代中嶋姉子氏（調布管工土木事業協同組合）、優良組合士総代宮闢一仁氏（鹿
児島県共同配車センター事業協同組合）、感謝状総代近藤定雄氏（協同組合行政手続研究機構）に表彰状・感謝状がそ
れぞれ記念品とともに手渡されました。 
　また、受彰者を代表して黒川政春氏（長官表彰受彰・東京都組合士協会副会長、当連合会監事）より長尾経営支援部
長、佐伯会長、齊藤会長に「本日の感激を忘れずに、同志と手を携え、一層の研鑽に励み、中小企業組合の組織強化に尽
くしてまいります。」との謝辞が述べられました。 
　その後、長尾経営支援部長、法師人商工中金専務理事、堀内東京都中央会専務理事より組合士への期待が込められ
た祝辞をいただきました。（「記念式典しおり」当連合会ホームページ参照） 
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佐藤　正志　（北海道副会長） 
白山　孝男　（秋田県副会長） 
佐藤　保子　（秋田県理事） 
吾妻　利雄　（福島県会長） 
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倉田　良次　（東京都監事） 
山中敬次郎　（神奈川県相談役） 
倉本　繁八　（愛知県副会長） 以上10名 

順不同・敬称略 

～中小企業庁長官表彰～ 

記念式典特集  
～全国中央会会長表彰～ 

～全国中小企業組合士協会連合会会長表彰及び感謝状～ 
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加藤　裕子（北海道） 
田中　　猛（北海道） 
庄子　安文（宮城県） 
菊地　正喜（宮城県） 
大塚　正弘（秋田県） 
伊藤　信義（秋田県） 
小口登茂子（栃木県） 
川島　　豊（埼玉県） 
石川　光雄（千葉県） 
堺　　滋基（千葉県） 

芦川　　功（東京都） 
鶴田　郁男（東京都） 
安藤　剛久（東京都） 
平賀　正巳（東京都） 
三田　　巌（東京都） 
菅野　　劭（神奈川県） 
後藤　隆一（静岡県） 
宮田　祥子（静岡県） 
日野仙一郎（愛知県） 
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工藤　基行（東京都理事） 
中嶋　姉子（東京都理事） 
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仲俣　澄夫（長野県副会長） 
高木　啓暢（京都府監事） 
須谷　陽三（島根県副会長） 

村田　京華（北海道） 
泉田十太郎（岩手県） 
相澤　周平（宮城県） 
渥美美代子（宮城県） 
貝森　寛子（秋田県） 
工藤　韶貢（秋田県） 
佐々木愛子（秋田県） 
井上　吉造（埼玉県） 
浦野　佳子（埼玉県） 
籠尾　　宏（東京都） 
宮澤　正博（東京都） 

金子あや子（静岡県） 
眞野　　晃（愛知県） 
石田　悟一（大阪府） 
阪上　藤雄（大阪府） 
宗實　久義（兵庫県） 
岡田　順子（鳥取県） 
篠山　洋二（岡山県） 
原田　芳人（山口県） 
冨安恵美子（福岡県） 
宮闢　一仁（鹿児島県） 

吉田　勝弘（岩手県） 
協同組合盛岡手づくり村　理事長 
佐々木秀雄（宮城県） 
協業組合アクアテック栗原　理事長 
桑原　　功（秋田県） 
協同組合秋田卸センター　理事長 
近藤　定雄（埼玉県） 
協同組合行政手続研究機構　理事長 
塚本　福二（千葉県） 
千葉県セメント卸協同組合　代表理事 
古河　　仁（東京都） 
買荷保管企業組合　代表理事 
石闍　　茂（神奈川県） 
横浜個人タクシー協同組合　理事長 
小山　　健（静岡県） 
下田青果商協同組合　理事長 
大森　俊次（京都府） 
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安田　恵一（大阪府） 
植野　和雄（大阪府） 
日野佐知子（島根県） 
洲脇　　元（岡山県） 
小寺　健吉（岡山県） 
寺西　志公（広島県） 
竹中　勝治（山口県） 
吉川　良雄（福岡県） 
武富　義之（佐賀県） 
宮崎　達雄（長崎県） 
後藤　　豊（大分県） 
河野　通廣（鹿児島県） 

以上36名 

順不同・敬称略 

全国中小企業組合士協会連合会会長表彰 

協会運営功労者 

全国中小企業組合士協会 
連合会感謝状 
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以上12名 式典会場風景 
左から、全国中央会佐伯会長、中小企業庁長尾経営支援部長、 
　　　　当連合会齊藤会長 
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　2000年6月に組合士の登録を済ませてから、早いもので8年が過ぎました。「組
合士になろう」と思ったきっかけは、北海道中央会で主催している組合実務研修会
に参加したことです。「組合のことを勉強してみようか・・」と思い受けた研修会は、
とても充実していて、研修を受けている皆が「12月に皆で受験しよう」なんて言う
ものですから、すっかりその気になってしまいました（笑）。また、退任していった専
務理事にも「本気で、組合での仕事を続けていくのなら組合士の資格を取れ」と言
われたことも私のやる気を起こしてしまったようです。 
　実際に組合士の登録を済ませてからの8年間はとても充実しています。仕事の内
容、立場、あれこれ変わりました。どちらかというと封建的な組合という社会の中で、
何かと女性は差別を受けているような気がしますが、「組合士」という資格を手に入
れたことから、役員の方々から認めてもらえるようになり、意見を聞き入れてもらえ
るようになりました。まあ、始めは「女のくせに・・」なんて、随分嫌味を言われまし
たが・・。 
　私が所属する江別工業団地協同組合は、工業団地地域に所属する企業136社で
作っている組合です。従業員が500人いる企業もあれば、10人以下の企業もあり

ます。設立から34年が経過し、一時は大変な財政危機もありましたが、現在は財政基盤もでき、中長期計画も立てられるよ
うになりました。今、私が組合士として考えることは、主力となる事業のほかに「企業規模が違う組合員さんに必要とされる
事業は何か？」です。関係諸団体・組合間同士・組合士間での情報収集に努め考えていますが、選択と集中の中でよいものを
提案していきたいと思います。 
　今年6月「優良組合士」として表彰状をいただきました。まだまだ新米な私を推薦してくださった北海道中小企業組合士
会に感謝いたします。 
　「組合のあしたを拓く組合士」、いい言葉ですね。 
　そんな組合士として、今後も頑張っていきたいと思います。 

中小企業組合士として 
江別工業団地協同組合 

事務局長代理 

村田　京華氏 

中小企業庁長官表彰　総代　佐藤　保子氏 
　佐藤さんは、開口一番、自分の後に後輩が続いてくれたことが30年余に及ぶ組合
職員、組合士として何よりの喜びだと語ってくださいました。佐藤さんが奉職したのは、
秋田県電気工事工業組合で、「男社会」の組合という組織の中で入職6年目には事務
局長に就任、組合運営を牽引すると共に、自ら進んで組合検定試験にも挑戦し、栄え
ある第１期の組合士として秋田県下では女性2人のうちの１人として認定されました。
このような佐藤さんの背中を見て同組合の女性職員が組合運営に熱心に取り組んで
おり、事務局職員14人中8人が組合士資格を取得しているという専門家ぞろいの組
合を実現する原動力にもなっています。 
　そんな佐藤さんは「組合員の平等を体現するのが組合士の役目です。私はそれを
前提に、『出会いを大切に。健康と優しい思いが広がりますように』を座右の銘として
活動してきたつもりです。この思いを後輩たちにも引き継いでもらいながら、１組合１
組合士が実現されることを強く願っています」と思いを語ってくださいました。 

［優良組合士］　総代　宮闢　一仁氏 
　宮闢さんは鹿児島県共同配車センター事業協同組合の事務局長として活躍してい
ます。同組合は運送車両とドライバーを組合で保有し、組合員である運送事業者への
配車、ドライバー派遣を一手に引き受けています。流通業界の競争激化と燃料高騰は
組合員各社を直撃し、組合も含めた業界環境は厳しくなる中でも、「それだけに少し
でもコスト節減に繋がるなど組合員にプラスになるあらゆる情報を提供すること、情
報を常にキャッチできるよう、関連団体とも交流・連携して情報のアンテナを高く広く
することを心がけています」と日々の心がけを語ってくださいました。組合士を目指
したきっかけは会計や法律を自分のものにしたいとの思いから、とのことですが、そ
れが着実に実務、特に決算面で役立っていると実感されているそうで、「組合士の資
格があったからこそと常に前向きに受け止め、組合と組合員を牽引して、生き残りを
図って行きたい」と抱負を語ってくださいました。 

全国中小企業団体中央会会長表彰　総代　寺西　志公氏 
　広島県中小企業組合士会会長の寺西さんは、広島県広告美術協同組合事務局長
も務めています。「組合の主役はいうまでもなく組合員の皆さんです。組合職員、そ
の職員を牽引する組合士は黒衣です。だからこそ、組合員の方に組合に入ったメリッ
トを見つけること、組合に入ってよかったと思ってもらえるよう常に心がけて組合を
運営しています。組合員の組合からの脱退理由が廃業だけとなることをめざしてい
ます」と日々の職務への思いを語ってくださいました。 
　組合士になって8年余の寺西さんですが、県組合士会に入ったことで他組合や県
中央会とのネットワークを強化することができ、それが非常に組合運営に役立ったこ
とも指摘されました。現在は県組合士会会長の立場にもある寺西さんは、そのような
自らの経験も踏まえながら「異業種交流などを活発化し、組合士の世界を広げるきっ
かけ作りに心を配っています」と、これからの県組合士会の展望も描いていらっしゃ
いました。 

全国中小企業組合士協会連合会連合会会長表彰 
　　　　　　　［協会運営功労者］総代　中嶋　姉子氏 
　調布管工土木事業協同組合の中嶋さんは、「周りに流されず、本当の姿は何か、ど
れが正しいのかを常に問い続けながら仕事をしてきました」と組合職員として常に心
がけていることを説明してくださいました。中嶋さんが奉職する組合も男性社会の
業界ですが、組合士をはじめとしたいくつかの専門資格を取得して自己研鑽を積み
重ねているうちに、仕事について的を射た発言や対応ができてきたのではないかと
自負しているとのことでした。「そうは言っても、私自身は淡々とやってきただけ。今
回の表彰も不思議な気持ちです。けれども、女性が組合、業界に入ることで視点が変
わることもあります。むしろ、これからは女性もいないと世の中が動いていかない。そ
ういう認識がもっともっと広がり、当たり前になるといいですね」と今後への希望も語
っていただきました。 

当連合会で長年会長を務められました北國男氏におかれましては、7月4日にご逝去されました。 

ここに謹んでお知らせいたします。享年86才。会長在任期間・昭和62年6月19日～平成7年6月20日 

訃
報
 

各表彰の総代各氏から、これまでのそれぞれの経験を振り返りながら、コメントをいただきました。また、優良組合士受
彰者村田京華氏からは組合士としての思いを執筆していただきましたので、あわせてご覧ください。 受彰組合士の声 受彰組合士の声 
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わが協会の活動　─岐阜県─ わが協会の活動　─岐阜県─ 

　岐阜県中小企業組合士協会は、平成19年度で創立30周年
を迎えました。本協会は会員48名で、教育指導事業、先進事
例視察研修事業を主事業として実施しております。教育情報
事業では年間3回程度の研修会を実施し、先進事例視察研修
事業では近隣県の組合・企業の視察や懇談を実施しています。
創立30周年を迎えるにあたっては、記念事業として行うこと
とし、過去に実施したことのない海外企業視察を実施すること
としました。 
　実施に際しては、本協会会員が所属する組合の岐阜県可児
工業団地（協）加藤千雄理事長のご尽力により、譁加藤製作所
の関連韓国企業の「RANEE RK精密譁」、他に「リンナイコリ
ア譁」、経済特区の「仁川経済自由区域IFEZ」の視察が実現し
ました。 
　最初に視察したのがリンナイコリア譁で、主な製造品目は、
家庭用のガス台、ガス温水器等です。高い技術力で、韓国内か
ら製品に対し数多くの賞を受賞し、高い評価を得ている企業で
す。この企業で特徴的であったのが、構内外注制度と安全対
策です。構内外注制度は、工場内を巡っているラインの一部を
社員が独立起業した企業に外注する制度です。ラインの中に
は正社員と外注先社員が混在しており、工場内ラインの一部と
なっているものの、独立起業した者のモチベーションは上がり、
企業は経費削減に繋がり双方に利益のある制度です。安全対
策では、検査員認定制度を採っており、認定を受けた者がライ
ンで最終検査を行い、品質保証のため検査員の顔写真入りラ
ベルを製品に貼り付けて出荷しています。検査員の責任は重
大ですが、認定された者としてやりがいも感じているというこ
とでした。 
　次に視察したのがRANEERK精密譁です。主な製造品目は、
ガス器具用部品、自動車部品です。特徴は、お客より技術力と
社員です。社長以下社員の方々が言うのは、技術力、開発力、
供給力に自信を持っており、この3つの力により、製造業におけ
る品質、納期、価格の重要な点で他社に優っていると言うこと

でした。また、十分な設備投資と作業の合理化（オートメーショ
ン化）により供給力にも余力を残し操業しています。さらに、社
内においてプロブラム設計まで行っています。設計部門、金型
部門の技術力は高く、日本から技術者が見学にくるほどです。
また、この企業では何より社員を大切にしているということで、
社長のお話では「仕事は世界中から受けることができる。しか
し、良い社員はなかなかいない。技術者は直ぐには育たない。
だからこそ社員を大切にすることで、企業の姿勢が理解され
社員もやる気を出してくれる」とのことで、3年程前に火災で
工場を半焼した際に、社員が自ら工場の骨組みにテントを張り、
2日後には工場を稼働し生産に対応したというエピソードをお
話しいただきました。 
　また、2社に共通している点は、きれいな工場であることです。
床に油汚れもなく、清掃・美化に対しての社員教育がしっかり
されていました。 
　最後に訪れたのが仁川経済自由区域IFEZで、ここは、韓国
政府が国を挙げて取り組んでいる世界に通用する先端ビジネ
ス都市造成プロジェクトの現場で、209km2の干潟に407億
ドルの民間資金を投入し開発が進められています。新都市は、
国際業務団地（貿易センター、コンベンションセンター等）、知
識情報産業団地（テクノパーク団地、バイオ団地等）、レジャー
都市（観光団地、レジャー団地等）で構成され、プロジェクトの
象徴として151階建ての超高層タワー「仁川タワー」、新都市
と仁川国際空港を直結する全長12.34kmの「仁川大橋」の
建設がすすめられています。この壮大なプロジェクトは2021
年までに完成すると説明がありました。 
　視察した2企業においても、社員のやる気、モチベーション
の高さに驚き、また、国際競争力強化のため大規模なプロジェ
クトを進める韓国のパワーとそれを実行しようとするマンパワ
ーを肌で感じました。 

　全国中央会の主催により、記念式典の後、記念フォーラムが開催
されました。当日は古川浩一先生よりご講演いただき、その後、パ
ネルディスカッション“企業の社会的責任を中小企業組合が果たし
ていく場合のポイントを考える”が行われ、組合でご活躍されてい
る3名の方からの事例の発表がありました。 

記念講演 

パネルディスカッション 

「企業の社会的責任と中小企業組合の役割」 
　　　　　　　　　　中央大学総合政策学部　古川浩一教授 

コメンテーター　古川浩一氏（中央大学総合政策学部特任教授） 
コーディネーター　清水　透氏（中小企業診断士） 

　CSR（企業の社会的責任）とは一体何なのか、具体的には、①環境的及び社会的配慮を
行い、②それを事業活動に自主的に統合することで、③法的要請や契約上の責務を越える
ものである。しかし、この3点が核にありつつも、国や時代によって変化している。例えばEU
では失業問題の解決、人権問題が、アメリカでは地域貢献、会計上の法令順守などが求めら
れている。日本では当初、アメリカの考え方が導入されたが、今は、環境、社会貢献、法令順守、
地域貢献など幅広く求められている。 
　このような中で、わが国のCSRはSRI（社会的責任投資）、経営戦略の一環、危機管理能力、
コーポレート・ガバナンスに関連して論じられることが多く、多様なCSR活動に対応するように企業にも社会から求められているが、
これらに対応するのは大企業が中心であり、中小企業には多様なCSR活動の実行は難しい。だからといって中小企業にCSRが必要
ないのかと言えばそうではない。業務を通して行うCSRは必要である。企業は社会の構成員であり、社会的、環境的課題に取り組ま
なければならない。中小企業も地域住民の一人であることを認識しなくてはならない上に、グローバル化した経済社会では、わが国
経済に大きなウェイトを持つ中小企業も国際化の波から逃れることはできない。しかし、中小企業は多様なCSRへの対応をしなけれ
ばならない訳ではなく、また、無意識のうちにCSRの部分を実施していることも多いので、あまり難しく考えることはない。CSRを実
施している中小企業、組合等を見てみると、いずれも好業績であるが、“好業績の企業、組合がCSRに取り組む”のではなく、“社会的
要請に応える経営がCSR”になっていることに、注目していただきたい。 
　CSRに取り組むにあたって組合は、中小企業がCSR関連の課題で悩み、単独では困難なときに、新たな事業に取り組むことや、新
たな社会的ニーズに応えようとする中小企業の活動を支援することが重要な役割になるだろう。 

～保育園設置により女性労働力の確保を図る～ 
郡山食品工業団地協同組合　事務局長　白木　　貴氏 
　組合員企業従業員の高齢化と、新規採用の困難による人手不足に対応するために、組合で保育園を設置し、女性労働力の確保
を実現すると共に、地域住民へも門戸を開き、子育て支援の側面から地域貢献を果たしている。 

～電気保安の確保と電気工事の品質の向上を目指し地域社会の信頼に応える～ 
埼玉県電気工事工業組合　　事務局長　井上　吉造氏 
　全国の電気工事業団体として初めてＩＳＯ14001の認証取得を果たし、地域の住宅への電気保安検査サービスなどを提供してい
る他、オール電化住宅普及センターを設置し組合員と地域住民双方に役立つ場の提供を行うなど地域貢献を進めている。 

～ゼロエミッション団地をめざして～ 
神奈川県内陸工業団地協同組合　　理事・環境委員長　保坂　幸男氏 
　平成12年以降、各種法律の制定により自社内での廃棄物の焼却が不可能になり、処理費用が高騰したことを機に、資源リサイク
ル、資源共同回収、省エネ活動の推進、ＣＯ２削減への調査研究など「ゼロエミッション団地」を目指す。 

仁川経済自由区域IFEZ

リンナイコリア（株） 



全国組合士だより  第10号（平成２０年８月） 全国組合士だより  第10号（平成２０年８月） 

（7） （6） 

わが協会の活動　─岐阜県─ わが協会の活動　─岐阜県─ 

　岐阜県中小企業組合士協会は、平成19年度で創立30周年
を迎えました。本協会は会員48名で、教育指導事業、先進事
例視察研修事業を主事業として実施しております。教育情報
事業では年間3回程度の研修会を実施し、先進事例視察研修
事業では近隣県の組合・企業の視察や懇談を実施しています。
創立30周年を迎えるにあたっては、記念事業として行うこと
とし、過去に実施したことのない海外企業視察を実施すること
としました。 
　実施に際しては、本協会会員が所属する組合の岐阜県可児
工業団地（協）加藤千雄理事長のご尽力により、譁加藤製作所
の関連韓国企業の「RANEE RK精密譁」、他に「リンナイコリ
ア譁」、経済特区の「仁川経済自由区域IFEZ」の視察が実現し
ました。 
　最初に視察したのがリンナイコリア譁で、主な製造品目は、
家庭用のガス台、ガス温水器等です。高い技術力で、韓国内か
ら製品に対し数多くの賞を受賞し、高い評価を得ている企業で
す。この企業で特徴的であったのが、構内外注制度と安全対
策です。構内外注制度は、工場内を巡っているラインの一部を
社員が独立起業した企業に外注する制度です。ラインの中に
は正社員と外注先社員が混在しており、工場内ラインの一部と
なっているものの、独立起業した者のモチベーションは上がり、
企業は経費削減に繋がり双方に利益のある制度です。安全対
策では、検査員認定制度を採っており、認定を受けた者がライ
ンで最終検査を行い、品質保証のため検査員の顔写真入りラ
ベルを製品に貼り付けて出荷しています。検査員の責任は重
大ですが、認定された者としてやりがいも感じているというこ
とでした。 
　次に視察したのがRANEERK精密譁です。主な製造品目は、
ガス器具用部品、自動車部品です。特徴は、お客より技術力と
社員です。社長以下社員の方々が言うのは、技術力、開発力、
供給力に自信を持っており、この3つの力により、製造業におけ
る品質、納期、価格の重要な点で他社に優っていると言うこと

でした。また、十分な設備投資と作業の合理化（オートメーショ
ン化）により供給力にも余力を残し操業しています。さらに、社
内においてプロブラム設計まで行っています。設計部門、金型
部門の技術力は高く、日本から技術者が見学にくるほどです。
また、この企業では何より社員を大切にしているということで、
社長のお話では「仕事は世界中から受けることができる。しか
し、良い社員はなかなかいない。技術者は直ぐには育たない。
だからこそ社員を大切にすることで、企業の姿勢が理解され
社員もやる気を出してくれる」とのことで、3年程前に火災で
工場を半焼した際に、社員が自ら工場の骨組みにテントを張り、
2日後には工場を稼働し生産に対応したというエピソードをお
話しいただきました。 
　また、2社に共通している点は、きれいな工場であることです。
床に油汚れもなく、清掃・美化に対しての社員教育がしっかり
されていました。 
　最後に訪れたのが仁川経済自由区域IFEZで、ここは、韓国
政府が国を挙げて取り組んでいる世界に通用する先端ビジネ
ス都市造成プロジェクトの現場で、209km2の干潟に407億
ドルの民間資金を投入し開発が進められています。新都市は、
国際業務団地（貿易センター、コンベンションセンター等）、知
識情報産業団地（テクノパーク団地、バイオ団地等）、レジャー
都市（観光団地、レジャー団地等）で構成され、プロジェクトの
象徴として151階建ての超高層タワー「仁川タワー」、新都市
と仁川国際空港を直結する全長12.34kmの「仁川大橋」の
建設がすすめられています。この壮大なプロジェクトは2021
年までに完成すると説明がありました。 
　視察した2企業においても、社員のやる気、モチベーション
の高さに驚き、また、国際競争力強化のため大規模なプロジェ
クトを進める韓国のパワーとそれを実行しようとするマンパワ
ーを肌で感じました。 

　全国中央会の主催により、記念式典の後、記念フォーラムが開催
されました。当日は古川浩一先生よりご講演いただき、その後、パ
ネルディスカッション“企業の社会的責任を中小企業組合が果たし
ていく場合のポイントを考える”が行われ、組合でご活躍されてい
る3名の方からの事例の発表がありました。 

記念講演 

パネルディスカッション 

「企業の社会的責任と中小企業組合の役割」 
　　　　　　　　　　中央大学総合政策学部　古川浩一教授 

コメンテーター　古川浩一氏（中央大学総合政策学部特任教授） 
コーディネーター　清水　透氏（中小企業診断士） 

　CSR（企業の社会的責任）とは一体何なのか、具体的には、①環境的及び社会的配慮を
行い、②それを事業活動に自主的に統合することで、③法的要請や契約上の責務を越える
ものである。しかし、この3点が核にありつつも、国や時代によって変化している。例えばEU
では失業問題の解決、人権問題が、アメリカでは地域貢献、会計上の法令順守などが求めら
れている。日本では当初、アメリカの考え方が導入されたが、今は、環境、社会貢献、法令順守、
地域貢献など幅広く求められている。 
　このような中で、わが国のCSRはSRI（社会的責任投資）、経営戦略の一環、危機管理能力、
コーポレート・ガバナンスに関連して論じられることが多く、多様なCSR活動に対応するように企業にも社会から求められているが、
これらに対応するのは大企業が中心であり、中小企業には多様なCSR活動の実行は難しい。だからといって中小企業にCSRが必要
ないのかと言えばそうではない。業務を通して行うCSRは必要である。企業は社会の構成員であり、社会的、環境的課題に取り組ま
なければならない。中小企業も地域住民の一人であることを認識しなくてはならない上に、グローバル化した経済社会では、わが国
経済に大きなウェイトを持つ中小企業も国際化の波から逃れることはできない。しかし、中小企業は多様なCSRへの対応をしなけれ
ばならない訳ではなく、また、無意識のうちにCSRの部分を実施していることも多いので、あまり難しく考えることはない。CSRを実
施している中小企業、組合等を見てみると、いずれも好業績であるが、“好業績の企業、組合がCSRに取り組む”のではなく、“社会的
要請に応える経営がCSR”になっていることに、注目していただきたい。 
　CSRに取り組むにあたって組合は、中小企業がCSR関連の課題で悩み、単独では困難なときに、新たな事業に取り組むことや、新
たな社会的ニーズに応えようとする中小企業の活動を支援することが重要な役割になるだろう。 

～保育園設置により女性労働力の確保を図る～ 
郡山食品工業団地協同組合　事務局長　白木　　貴氏 
　組合員企業従業員の高齢化と、新規採用の困難による人手不足に対応するために、組合で保育園を設置し、女性労働力の確保
を実現すると共に、地域住民へも門戸を開き、子育て支援の側面から地域貢献を果たしている。 

～電気保安の確保と電気工事の品質の向上を目指し地域社会の信頼に応える～ 
埼玉県電気工事工業組合　　事務局長　井上　吉造氏 
　全国の電気工事業団体として初めてＩＳＯ14001の認証取得を果たし、地域の住宅への電気保安検査サービスなどを提供してい
る他、オール電化住宅普及センターを設置し組合員と地域住民双方に役立つ場の提供を行うなど地域貢献を進めている。 

～ゼロエミッション団地をめざして～ 
神奈川県内陸工業団地協同組合　　理事・環境委員長　保坂　幸男氏 
　平成12年以降、各種法律の制定により自社内での廃棄物の焼却が不可能になり、処理費用が高騰したことを機に、資源リサイク
ル、資源共同回収、省エネ活動の推進、ＣＯ２削減への調査研究など「ゼロエミッション団地」を目指す。 

仁川経済自由区域IFEZ

リンナイコリア（株） 



めざせ！　１組合１組合士 めざせ！　１組合１組合士 

全国中小企業組合士協会連合会  ＵＲＬ http://www.chuokai.or.jp/business/business-01.htm 

組合のあしたを拓く組合士 

第 号 

　通常総会は、午前１１時に本連合会永井理事の開会宣言により

開会し、来賓として三上善功中小企業庁経営支援課課長補佐、

長浜涼子中小企業庁経営支援課事務官、堀内忠東京都中小企

業団体中央会専務理事、小林茂則東京都中小企業団体中央会

労働課長、市川隆治全国中小企業団体中央会専務理事を迎え、

市川専務理事より「中小企業を取り巻く我が国経済は厳しい状況

が続いている中で、中小企業組合等の連携組織が果たす役割は

ますます重要なものになっており、中小企業組合士は、その組合に

あって要である事務局で重責を担う方々で、組合の事業促進等に

向けたリーダーであると認識している。中小企業組合士によって組

合の活動が左右されるようになっていってほしい」とのご祝辞を頂戴しました。その後、齊藤会長を議長として議案審議

に入りました。 

　まず、三上副会長より第１号議案「平成19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」

説明がなされた後、町田監事より監査報告がなされ、原案通り承認されました。 

　続いて角理事より第２号議案「平成20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

20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、原案通り承認されました。 

　また、平成20年度の主な事業計画として例年進めている事業の他に、中小企業組合士制度創設35周年、全国中小

企業組合士協会連合会創立25周年記念式典を全国中小企業団体中央会と共催で開催すること、組合士協会未設

置県への設立促進を進めること、各ブロック会議に連合会主催の講習時間を設けること等が盛り込まれました。 
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編集後記　今年もまた猛暑がやってきました。緑の少ない地元ではヒートアイランド現象のため、夜も冷房が欠かせませ
ん。同じような暑さの中、当機関誌を前任から引き継いで担当して、早いもので1年が過ぎました。当連合会は創立25周
年の節目の年です。たった25年分の1年ではありますが、この1年間の経験や知識で、少しでも昨年より読みやすく、興味
を引くものになっていれば嬉しく思います。（加島） 
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平成20年度事業計画等を承認 

　去る6月13日（金）、全国中小企業組合士協会連合会の平成

20年度通常総会が、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、会員31名全員の出席のも

と開催されました。 




