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平成２４年度通常総会開催される

組合のあしたを拓く組合士

18第 号

　全国中小企業組合士協会連合会の平成24年度通常総
会が、６月22日（金）、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、全会員31名（本人
出席24名、委任状出席７名）の出席により開催された。

平成２４年度事業計画で、来年度連合会創立３０周年を

迎えるにふさわしい体制の整備等について決定

　通常総会は午前11時に本連合会松下理事の開会宣言
により開会し、齊藤会長より主催者挨拶が行われた。次に来
賓として、株式会社商工組合中央金庫組織金融部次長小
山君一殿、東京都中小企業団体中央会専務理事堀内忠殿、
全国中小企業団体中央会理事瀬戸実殿が紹介され、ご来
賓からご祝辞をいただいた。
　続いて、司会より本日の出席状況について、委任状を含め
て31会員全員の出席により総会が成立している旨報告が行
われた。その後、齊藤会長を議長に選任し議案審議に入り、
堀川理事より平成23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資料に基づき説明がなされ
た後、町田監事より４月20日（金）に会計に関する帳簿・書類

を精査した結果、適正に処理されている旨報告がなされ、議
長が議場に諮ったところ、原案どおり承認された。
　なお、会場より平成23年度中に開催された「活路実現化
行動委員会」の状況について質問があり、事務局より「より正
確な実態把握のため例年の調査に加え、新たに調査を行う
こととし、調査内容の確定を行ったが調査の実施には至らな
かった。本年度なるべく早いうちに調査を行う」との回答が行
われ了承された。
　続いて角副会長より第２号議案「平成24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24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、来年度の本連合会創立30周年に向けて、中
小企業組合士の増加、制度の普及促進と、組合士協会未
設置県への設立促進等を積極的に展開していくための体
制整備等について議場に諮ったところ、満場異議なく承認さ
れた。
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編集後記
　暑かった夏もようやく終わりを告げ、朝夕めっきり涼しくなってまいりました。今年の東京の夏は連日猛暑が続いたと思えば、スコールのような激
しい雨が降ったり、まるで熱帯のようでした。これも地球温暖化の影響でしょうか？
　さて、本来なら8月上旬には皆様のお手元にお届けするはずの「全国組合士だより」ですが、やっとできあがりました。ご愛読いただいております
組合士の皆様の首がいつもより長くなっていないかと心配です。次回、新年号は新年度号にならないよう頑張りますので、今後ともご愛読いただけ
るとうれしいです。（愛）
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全国中小企業組合士協会連合会会長表彰及び感謝状の贈呈式が行われる
̶中小企業組合士制度の普及・振興に功績のあった３９名に表彰状、５名に感謝状̶

　通常総会終了後、当連合会会長表彰及び感謝状の贈呈式が
行われた。対象者の選定については、会員協会から推薦があっ
た方々について、当連合会正副会長及び理事・監事で構成され
る表彰選考委員会を４月２０日に開催し、「協会運営功労者」１８名、
「優良組合士」２１名へ表彰状を、組合士制度の普及、組合士（協）
会の発展に寄与した方５名に感謝状を贈ることを決定しているこ
とから、当日齊藤会長より協会運営功労者総代鈴木勇氏（千葉

県中小企業組合士会会長）、優良組合士総代平山真一氏（鹿児
島県共同配車センター事業協同組合業務係長）に表彰状が手渡
されるとともに、植村能忠氏（新下関卸団地協同組合理事長（代
理：的場弘司山口県会長）に感謝状がそれぞれ記念品とともに手
渡された。最後に、中村照夫（協会運営功労者・東京都）氏より謝
辞が述べられた。

中小企業組合士フォーラム2012開催される
̶平成２４年度中小企業組合士全国交流研修会̶

■基調講演：労務トラブルと組合士に期待される役割
　全国中央会の主催により６月２２日午後、全国交流研修会が開催された。まず、特定社会保
険労務士佐藤容右氏より「労務トラブルと組合士に期待される役割」をテーマに、人事・労務ト
ラブルに取り組む必要性、人事・労務トラブルの予防のため組合士に期待される役割、人事・
労務トラブルの典型例とその解決・予防法、職場のメンタルヘルスの基礎等について講演が
行われ、その後、Ａテーマ、Ｂテーマ各５班に分かれ、１班７～９名による少人数制でのグループ
討議が行われた。
　また、グループ討議終了後には、テーマごとに参集し討議内容の発表を行い、その後全員
が一堂に会して佐藤氏より講評をいただいた。また、人事労務管理については、１７号及び本
号で佐藤先生よりご寄稿いただいた内容を参照。

協会運営功労者
片桐　崇意（北海道　監事）　上丸あずさ（東京都　理事）
田中喜久男（青森県副会長）　小澤　一夫（東京都　理事）
似鳥みち子（宮城県　理事）　山尾　健治（東京都　理事）
袰岩　伸好（宮城県　理事）　眞野　　晃（愛知県　理事）
桑島　光子（埼玉県　理事）　柴田　純行（愛知県　理事）
鈴木　　勇（千葉県　会長）　成田　泰敏（愛知県　監事）
河原　次郎（東京都　理事）　前田　芳信（大阪府　理事）
中村　照夫（東京都　理事）　並河　俊夫（兵庫県　理事）
穂積理恵子（東京都　理事）　川越　俊幸（宮崎県　監事）
以上18名   ̶順不同・敬称略̶

感謝状
齋藤　孝志（北海道）　植村　能忠（山口県）
堀本　重幸（東京都）　松尾　雄人（長崎県）
梶川　弘一（静岡県）　
以上5名   ̶順不同・敬称略̶

優良組合士
金井　重行（北海道）　棤木　國光（東京都）　福田　　稔（島根県）
平野　敏正（宮城県）　佐野　通則（東京都）　竹内　史郎（岡山県）
菅原　保則（宮城県）　今川　和子（東京都）　大前　智義（岡山県）
佐藤　章二（秋田県）　佐々木順平（東京都）　林田　邦彦（長崎県）
白木　　貴（福島県）　遠藤　晴生（東京都）　平山　真一（鹿児島県）
町田多可雄（埼玉県）　東島　二郎（東京都）
石川　雅浩（千葉県）　山田　睦夫（大阪府）
田中　保英（千葉県）　山室まこと（島根県）
以上21名   ̶順不同・敬称略̶

■グループディスカッション
　グループディスカッション終了後、テーマごとに発表が行われた。主な意見は、業務の見える化を進めることで職場でのお互いの立
場、位置づけもよくわかるようになる。議論を通じてお互いの気持ちもよくわかるようになる。メンタルヘルスのためのチェックを職場で
行うことは、「心の見える化」に繋がる。メンタルヘルスについて、経営者、管理職、従業員それぞれへ向けた研修が必要であることを感
じた、組合の組合士ができることとしては、メンタルヘルスと労務に関する知識を増やしたり、あるいは専門窓口の紹介ができるように
なるなど準備を行う、組合員へはメンタルヘルスを周知することで意識を持ってもらう事が大切であると感じた、等があげられた。
　また、テーマ別発表終了後再び一堂に会して佐藤講師他３名のコーディネーターより講評が行われ、「組合士は何ができるのかとい
う視点から、活発で明るい議論が行われたことがすばらしい」、「全国的に広がるメンタルヘルスという問題を捉える非常にいい機会だ
った。今日の議論がきっかけとなって組合としての対策につながることを期待する」といった講評が行われた。

Ａテーマ：職場におけるメンタルヘルス対策の推進方法
　『コーディネーター：田中　猛(北海道会長・特定社会保険労務士)』
第１班　座長：松下隆（宮城県会長)発表者：山尾祐太(北海道医師㈿)書
記：矢口加奈子(埼玉県中央会)　第２班　座長：堀川深雪(秋田県会長)
発表者：深澤晴男(北海道医師㈿)書記：池澤由寿(千葉県中央会)　第３
班　座長：町田多可雄(埼玉県理事)発表者：宮沢正博(品川リサイクル
事業㈿カムズ）書記：西口延良(兵庫県中央会)　第４班 座長：黒川政春
(東京都副会長)発表者：石井亮(全国家庭用品卸商業㈿)書記：手代木
貴夫(宮城県中央会)　第５班 座長：伊藤順康(東京都副会長)発表者：
多賀谷勝(全国石油商業㈿)書記：白井誠二(広島県中央会)　

Ｂテーマ：メンタルヘルスを考慮した職場のストレス軽減策
　『コーディネーター：武田　泉(全国中央会・社会保険労務士)』
第６班　座長：倉本繁八(愛知県会長)発表者：後藤豊(大分県会長)書
記：伊藤沙織(全国中央会)　第７班　座長：永井修治(京都府会長)発表
者：柴田純行(愛知県玩具商業㈿)書記：宮尾久美子(長野県中央会)　
第８班　座長：角満(大阪府会長)発表者：久木留寛(鹿児島県会長)書
記：伊藤千恵子(秋田県中央会)　第９班　座長：木次幸二(島根県会長)
発表者：遠藤晴男(東京産機協同組合㈿)書記：船水礼子(青森県中央会)
第10班　座長：田中良光(長崎県会長)発表者：見上直人(石狩新港機
械金属工業㈿)書記：中村佳樹(静岡県中央会) 

　全国組合士協会連合会では、中小企業と組合に係る各種
施策情報、認定更新研修情報等を掲載したメールマガジン
の配信を行っております。随時配信登録を受け付けておりま
すので、ご希望の方は下記E-mailまで、お名前、認定番号を
明記のうえお申し込み下さい。
kumiaishi@mail.chuokai.or.jp

メルマガ会員募集中！！

　ご好評をいただいておりますスキルアップ研修の下記会場は、10月18日現在、お申込みを受け付けております。
　■札幌　11月15日(木)　■仙台　11月29日(木)　■東京　12月21日（金）　
　■福岡　平成25年1月31日（木）　■大阪2月15日（金）　 お申込みはお早めに！！

中小企業組合士スキルアップ研修のお知らせ！！

協会運営功労者総代　鈴木　勇　氏

優良組合士総代　平山真一　氏

感謝状総代　植村能忠（代理）氏

謝辞　中村照夫氏



全国組合士だより  第18号（平成24年10月 ）全国組合士だより  第18号（平成24年１0月 ）

（3）（2）

★☆★☆ ★☆★☆

★☆★☆★ ☆★☆★☆

全国中小企業組合士協会連合会会長表彰及び感謝状の贈呈式が行われる
̶中小企業組合士制度の普及・振興に功績のあった３９名に表彰状、５名に感謝状̶

　通常総会終了後、当連合会会長表彰及び感謝状の贈呈式が
行われた。対象者の選定については、会員協会から推薦があっ
た方々について、当連合会正副会長及び理事・監事で構成され
る表彰選考委員会を４月２０日に開催し、「協会運営功労者」１８名、
「優良組合士」２１名へ表彰状を、組合士制度の普及、組合士（協）
会の発展に寄与した方５名に感謝状を贈ることを決定しているこ
とから、当日齊藤会長より協会運営功労者総代鈴木勇氏（千葉

県中小企業組合士会会長）、優良組合士総代平山真一氏（鹿児
島県共同配車センター事業協同組合業務係長）に表彰状が手渡
されるとともに、植村能忠氏（新下関卸団地協同組合理事長（代
理：的場弘司山口県会長）に感謝状がそれぞれ記念品とともに手
渡された。最後に、中村照夫（協会運営功労者・東京都）氏より謝
辞が述べられた。

中小企業組合士フォーラム2012開催される
̶平成２４年度中小企業組合士全国交流研修会̶

■基調講演：労務トラブルと組合士に期待される役割
　全国中央会の主催により６月２２日午後、全国交流研修会が開催された。まず、特定社会保
険労務士佐藤容右氏より「労務トラブルと組合士に期待される役割」をテーマに、人事・労務ト
ラブルに取り組む必要性、人事・労務トラブルの予防のため組合士に期待される役割、人事・
労務トラブルの典型例とその解決・予防法、職場のメンタルヘルスの基礎等について講演が
行われ、その後、Ａテーマ、Ｂテーマ各５班に分かれ、１班７～９名による少人数制でのグループ
討議が行われた。
　また、グループ討議終了後には、テーマごとに参集し討議内容の発表を行い、その後全員
が一堂に会して佐藤氏より講評をいただいた。また、人事労務管理については、１７号及び本
号で佐藤先生よりご寄稿いただいた内容を参照。

協会運営功労者
片桐　崇意（北海道　監事）　上丸あずさ（東京都　理事）
田中喜久男（青森県副会長）　小澤　一夫（東京都　理事）
似鳥みち子（宮城県　理事）　山尾　健治（東京都　理事）
袰岩　伸好（宮城県　理事）　眞野　　晃（愛知県　理事）
桑島　光子（埼玉県　理事）　柴田　純行（愛知県　理事）
鈴木　　勇（千葉県　会長）　成田　泰敏（愛知県　監事）
河原　次郎（東京都　理事）　前田　芳信（大阪府　理事）
中村　照夫（東京都　理事）　並河　俊夫（兵庫県　理事）
穂積理恵子（東京都　理事）　川越　俊幸（宮崎県　監事）
以上18名   ̶順不同・敬称略̶

感謝状
齋藤　孝志（北海道）　植村　能忠（山口県）
堀本　重幸（東京都）　松尾　雄人（長崎県）
梶川　弘一（静岡県）　
以上5名   ̶順不同・敬称略̶

優良組合士
金井　重行（北海道）　棤木　國光（東京都）　福田　　稔（島根県）
平野　敏正（宮城県）　佐野　通則（東京都）　竹内　史郎（岡山県）
菅原　保則（宮城県）　今川　和子（東京都）　大前　智義（岡山県）
佐藤　章二（秋田県）　佐々木順平（東京都）　林田　邦彦（長崎県）
白木　　貴（福島県）　遠藤　晴生（東京都）　平山　真一（鹿児島県）
町田多可雄（埼玉県）　東島　二郎（東京都）
石川　雅浩（千葉県）　山田　睦夫（大阪府）
田中　保英（千葉県）　山室まこと（島根県）
以上21名   ̶順不同・敬称略̶

■グループディスカッション
　グループディスカッション終了後、テーマごとに発表が行われた。主な意見は、業務の見える化を進めることで職場でのお互いの立
場、位置づけもよくわかるようになる。議論を通じてお互いの気持ちもよくわかるようになる。メンタルヘルスのためのチェックを職場で
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じた、組合の組合士ができることとしては、メンタルヘルスと労務に関する知識を増やしたり、あるいは専門窓口の紹介ができるように
なるなど準備を行う、組合員へはメンタルヘルスを周知することで意識を持ってもらう事が大切であると感じた、等があげられた。
　また、テーマ別発表終了後再び一堂に会して佐藤講師他３名のコーディネーターより講評が行われ、「組合士は何ができるのかとい
う視点から、活発で明るい議論が行われたことがすばらしい」、「全国的に広がるメンタルヘルスという問題を捉える非常にいい機会だ
った。今日の議論がきっかけとなって組合としての対策につながることを期待する」といった講評が行われた。

Ａテーマ：職場におけるメンタルヘルス対策の推進方法
　『コーディネーター：田中　猛(北海道会長・特定社会保険労務士)』
第１班　座長：松下隆（宮城県会長)発表者：山尾祐太(北海道医師㈿)書
記：矢口加奈子(埼玉県中央会)　第２班　座長：堀川深雪(秋田県会長)
発表者：深澤晴男(北海道医師㈿)書記：池澤由寿(千葉県中央会)　第３
班　座長：町田多可雄(埼玉県理事)発表者：宮沢正博(品川リサイクル
事業㈿カムズ）書記：西口延良(兵庫県中央会)　第４班 座長：黒川政春
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　『コーディネーター：武田　泉(全国中央会・社会保険労務士)』
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　全国組合士協会連合会では、中小企業と組合に係る各種
施策情報、認定更新研修情報等を掲載したメールマガジン
の配信を行っております。随時配信登録を受け付けておりま
すので、ご希望の方は下記E-mailまで、お名前、認定番号を
明記のうえお申し込み下さい。
kumiaishi@mail.chuokai.or.jp

メルマガ会員募集中！！

　ご好評をいただいておりますスキルアップ研修の下記会場は、10月18日現在、お申込みを受け付けております。
　■札幌　11月15日(木)　■仙台　11月29日(木)　■東京　12月21日（金）　
　■福岡　平成25年1月31日（木）　■大阪2月15日（金）　 お申込みはお早めに！！

中小企業組合士スキルアップ研修のお知らせ！！

特定社会保険労務士　佐藤容右　氏

Ａテーマ発表風景

Ｂテーマ発表風景
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最近の人事・労務トラブルの
傾向とその予防法（後編）

特定社労士サトー診断所
所長　佐藤　容右

組合士（協）会　新会長紹介
　平成23年度に就任された新会長へのアンケートです。今回は埼玉県中小企業組合士協会井上会長と山口県中小企
業組合士会的場会長をご紹介します。今後のご活躍が期待される新会長にお答えいただきました。

1．①歴代の会長の路線を継承し、さらに進展できればと考えてお
ります。特に、協会の知名度を少しでも上げることが出来れ
ばと思っています。

　②会員の減少が最大の問題です。また、その構成者が高年齢
化しております。よって、制度制定当初から出ていました「一
組合一組合士」を目指して、年間３～４組合を訪問し加入促
進に努めたいと思っています。

2．①二代前の細田和成会長の勧めです。また、協会の各種交流
会・研修会などを通じて仲間が増えるとのことでありました。

　②いろいろな組合の方とお知り合いになり、いろいろな組合のこ
とを知ることが出来ました。各組合にはそれぞれの特徴や課
題・問題があり、当組合に水平展開を含め大いに勉強になります。

3．①やはり、二代前の細田和成会長の勧めです。また、仕事を早
く覚えたいためです。

　②事務局勤務者として、組合運営に必須事項ばかりで、仕事を
する上での根拠が分かるようになり、また、自信が持てること
です。

　③組合士は組合事務勤務者にとって、必ず保持すべき資格と
思います。また、商業高校等にもこのような資格があることを
宣伝しても良いのではないでしょうか。（就職に有利な一条件
としても良いのではないでしょうか）。

4．　英会話が趣味です。余暇を利用しながら英会話学校に通っ
て勉強しています。定年などでフリーになったら外国人の観
光ガイドでもやりたいと思っています。

組合士取得　平成１４年６月
役員就任　　昭和１８年２月２２日
会長就任　　平成２４年２月２４日

埼玉県中小企業組合士協会　井上　吉造　会長

1．新会長としての抱負
　①会長に就任してのご感想、抱負をお聞きします。
　②今後、組合士（協）会をどのように運営していこうとお考えですか。
2．組合士（協）会について
　①組合士（協）会へ入会したきっかけはなんですか。
　②入会してよかったことはなんですか。

3．組合士制度について
　①組合士取得のきっかけはなんですか。　
　②組合士になってよかったことはなんですか。
　③今後の組合士のあるべき姿はどのようなものとお考えですか。
4．趣味等について　（ご趣味や熱中されていることはなんですか。）

1．①歴代会長が今日まで、我々の組合士会を立派に築き上げら
れただけに、今後の組合士会運営にはプレッシャーを感じて
いますが、他の役員と共に今後の組合士会の発展に寄与し
ていきたいと思っています。

　②先ずは仲間（組合士）を増やすべく努力と、組合員に信頼さ
れる組合事務局となるべく組合士の資質向上に取り組んで
いきたいです。

2．①組合士を取得すれば入会するものと思っていました。
　②異業種の方々の集まりでありながら、組合事務局として必要

になる、多くの情報を得ることができていることです。

3．①組合設立の際、中央会からの勧めもあり、また今後の組合運
営に必要な資格だと思ったからです。

　②中央会と身近になり気軽に相談、指導を受けられることや、中
央会主催による講習会等に参加することにより、税務申告や
登記申請など自前でできるようになったことです。

　③組合士が在籍している組合へ何らかの優遇制度（例えば税
率、借入金利等）が受けられれば、組合内における存在感も
大きくなり、力を発揮する機会が増えるのではないでしょうか。

4．　ゴルフ、囲碁、麻雀、カラオケ、散歩、ボケ防止に役立つことで
す。

組合士取得　昭和５６年６月
役員就任　　平成 元 年７月２０日
会長就任　　平成２３年７月１５日

山口県中小企業組合士会　的場　弘司　会長

　近年、中小企業にとっても避けられない状況になっている「人事・労務トラブル」につ
いて、傾向と予防法を前編・後編の２回に分けてご紹介しています。後編は予防法の、
３つのポイントです。

　前回、中小企業でのトラブルの大部分は、経営者が労働法令を理解していないことが原因と説明しました。それを踏まえて、入口＝選考・採
用時、日常＝就業中、出口＝退職・解雇時̶の３つに分けて、予防法を紹介しましょう。
　入社直後のトラブルで多いのが、「賃金や労働時間が約束と違う」というものです。これらを口約束で済ましていると、“言った・言わない”など
と、もめる原因になってしまいます。そのため、まず、賃金・労働時間や就業場所などの労働条件は、必ず書面で確認しましょう。役所（厚生労働
省や労働基準監督署）が、『労働条件通知書』のひな形を提供していますから、最低でもこれに記入して、新人に交付してください。できれば、
雇用契約書や労働契約書の形にして、会社と新人の双方で確認、署名して保管することをお勧めします。
　一方、会社が約束した賃金等を守らない背景に、「もっとできる人だと思ったから、この賃金にしたのに・・・」といった能力や人柄の見込み違
いがあります。これを防ぐため、面談方法や質問内容を工夫したり、試用期間中に適性の有無を見極めるようにしましょう。人事・労務トラブル予
防は、トラブルを起こしやすい人を採用しないのが一番です。

①労働条件を書面で確認する入口

　次は、就業規則の整備です。法律では、規模10人以上の企業に義務づけられるものですが、これ以下でも“組織の掟”として、自社独自の就
業規則を作成しましょう。労働法令は労働者を保護するものであり、会社を守るには就業規則が不可欠です。社会保険労務士などの専門家
の知恵を借りつつ、経営者が当事者意識を持って整備することが重要です。
　就業規則も役所がひな形を提供していますが、これをそのまま使用するのはお勧めできません。役所のひな形は、働く側の権利が法律以上
に手厚いうえ、例えば従来型の公営図書館のように働く人の属性が一定で、決められた開館時間・場所で定型業務を行うような組織向けに
作られています。同じ書籍を扱う職場でも、顧客ニーズやライバル店を考慮しながら商品や勤務シフトを工夫して営業する民間書店に適用し
ても、会社は守れません。また、掟は作るのではなく、守ることに意味があります。経営者が分からないからと、専門家に丸投げして作成すること
もお勧めできません。

②会社を守る就業規則を整備する日常

　中小企業では、解雇を巡る争いや、退職後の未払い残業代の請求など、雇用契約終了に伴うトラブルがめだちます。経営者と直接もめるこ
とも少なくないですから、職場復帰より、金銭の支払いが争点になります。解雇がきっかけになり、何百万円もの高額な支払いを求められること
もあります。これを予防するため、会社からの一方的な解雇はできるだけ避けて、話し合いや退職勧奨を行い、合意による退職で雇用契約を
終わらせましょう。
　このとき、再就職活動の援助や、ある程度の退職金等の支給が、その後の大きなトラブルの回避に役立ちます。ただし、解雇トラブルを避け
るために、問題のある従業員を雇い続けることをお勧めしているわけではありません。
　とはいっても、「法律を守っていたら、会社はやっていけない」「就業規則なんて作ったら、堅苦しくなるだけ」などという中小企業経営者も少
なくないでしょう。いま、生活保護費の不公平感が社会問題になっていますが、原因は支給基準があいまいなことではないでしょうか。同じよう

に、職場内のルールが不明確だったり、問題社員にばかりとらわれ
ていると、大多数のまじめな従業員の不平不満が溜まってしまいま
す。得をするのは会社ではなく、声が大きく、わがままな従業員です。
　最後になりますが、労務管理の目的は、単にトラブルの対処・防
止ではなく、いかにヒトを生かして職場を活性化し、会社を伸長さ
せるかです。左の図は、中小企業の労務対策の課題を、重要度と
緊急度の基準で区分したものです。トラブルが発生している会社
では、緊急度の高い対策（Ａ・Ｄゾーン）に目が奪われ、緊急性は低
いものの本当に大切な事柄（Ｂゾーン）が忘れ去られがちです。そ
こに気づき、助言できるのが、たくさんの職場を見ている中小企業
組合士の皆様ではないでしょうか。

③解雇は避けて合意退職にする出口

人事・労務対策の課題
重要度

緊急度
〔Ｃゾーン〕
賃金・休日などの向上
福利厚生の充実

〔Aゾーン〕
雇用契約書の締結
就業規則の整備
長時間労働の削減

〔Dゾーン〕
個別トラブルへの対応
賃金制度の確立

〔Ｂゾーン〕
人格形成・人材育成
信頼関係の構築
あいさつなどの徹底
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　入社直後のトラブルで多いのが、「賃金や労働時間が約束と違う」というものです。これらを口約束で済ましていると、“言った・言わない”など
と、もめる原因になってしまいます。そのため、まず、賃金・労働時間や就業場所などの労働条件は、必ず書面で確認しましょう。役所（厚生労働
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防は、トラブルを起こしやすい人を採用しないのが一番です。

①労働条件を書面で確認する入口

　次は、就業規則の整備です。法律では、規模10人以上の企業に義務づけられるものですが、これ以下でも“組織の掟”として、自社独自の就
業規則を作成しましょう。労働法令は労働者を保護するものであり、会社を守るには就業規則が不可欠です。社会保険労務士などの専門家
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に手厚いうえ、例えば従来型の公営図書館のように働く人の属性が一定で、決められた開館時間・場所で定型業務を行うような組織向けに
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　中小企業では、解雇を巡る争いや、退職後の未払い残業代の請求など、雇用契約終了に伴うトラブルがめだちます。経営者と直接もめるこ
とも少なくないですから、職場復帰より、金銭の支払いが争点になります。解雇がきっかけになり、何百万円もの高額な支払いを求められること
もあります。これを予防するため、会社からの一方的な解雇はできるだけ避けて、話し合いや退職勧奨を行い、合意による退職で雇用契約を
終わらせましょう。
　このとき、再就職活動の援助や、ある程度の退職金等の支給が、その後の大きなトラブルの回避に役立ちます。ただし、解雇トラブルを避け
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に、職場内のルールが不明確だったり、問題社員にばかりとらわれ
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③解雇は避けて合意退職にする出口

人事・労務対策の課題
重要度

緊急度
〔Ｃゾーン〕
賃金・休日などの向上
福利厚生の充実

〔Aゾーン〕
雇用契約書の締結
就業規則の整備
長時間労働の削減

〔Dゾーン〕
個別トラブルへの対応
賃金制度の確立

〔Ｂゾーン〕
人格形成・人材育成
信頼関係の構築
あいさつなどの徹底
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それぞれの職場で活躍する組合士の方に、今お
感じになっていること、組合検定試験の体験談
等をお書きいただきました。

　平成１８年６月に組合士登録をし、６年が過ぎました。今回｢優良組合士」として表彰状をいただきましたこ
とを深く感謝申し上げます。
　普通の会社(株式会社)で総務・経理業務に永年携わってきた私は、協業組合の同種の業務に当初馴染めず、
まさに制度・運営・会計に戸惑いがあり、知識を付けようとの思いで中小企業組合検定試験に挑戦いたしました。
　協業組合アクアテック栗原(宮城県栗原市築館）は、昭和５４年に設立されました。設立当初は浄化槽維持
管理をメインとしていましたが、現在では水(下水道・汚水)処理施設・管路施設管理、上水道管理、ビル管理な
ども事業に加えております。職員は現在６１名。｢水｣を基本に、可能性のある事業を常に模索しております。
｢水を愛し 水を考える｣が当組合のキャッチフレーズです。
　平成２０年６月に岩手宮城内陸地震、平成２３年３月に東日本大震災と当組合が所在する地域は地震が続
き、被害も受けました。(東日本大震災で宮城県栗原市築館は震度７でした)いずれの地震でも、ライフライン
の一つである｢水｣に関しては、行政等からの要請もございましたが、給水作業・下水道管路調査等即座に対応
させていただきました。
　当組合は技術集団でもあるので、技術系の資格取得職員が多いのですが、事務系職員が挑戦するのに最
も適した資格が中小企業組合士だと思います。当組合には４名の組合士がおります。もう１科目合格で組合
士になれる職員も２名おります。代表理事・専務理事が資格取得を推奨しており、組合士職員には資格手当を
支給しております。
　組合士は事務局の重責を担う存在であり、各種研修への参加、法の改正等々情報収集を怠らず、組合士と
して誇りをもって職務に精励しなければならないと思います。
　私も資質の向上を常に意識し、努力していきたいと思っております。
　最後に
　－組合のあしたを拓く組合士－
　組合士の地位向上、そして国家資格への移行を強く望みます。
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　私どもの協同組合は昭和５２年に設立され、主要な事業として燃料共同購買事業・高速事業・共同受注事業
を行っており、燃料共同購買事業については組合施設内に１００キロリットルの軽油自家用タンクを設置し、
月１０００キロリットル以上を売上げております。
　上司の勧めにより組合士の資格を取得したのは２００５年の６月。現在の職場に入組し目の前の業務だけを
務めていた私にとっては試験の内容もよく理解できていない状態での受験となり、大変だったことを思い出
します。
　ただ、当時組合の仕事について知識不足だった私にとって組合士取得に向け試験を受けることで、組合の
知識の習得という意味では受験のタイミングが良かったと今では思っています。
　資格取得後は、交流会・研修会に参加できる機会が増えるようになりました。他の組合士の方との情報交換
や自分の職場とは異なる業種の方と接することで幅広い人脈を築くことができ、また異分野の知識や情報を
得ることができるなど自分の視野の拡大にも繋がっております。
　環境変化の激しい昨今、運送業界は燃料価格の長期的な高騰に伴い非常に厳しい経営環境が続いており、
組合員のニーズの多様化はめまぐるしく進んでおります。そのニーズを直接聞けるよう普段から組合員との
会話を増やそうと意識はするものの、なかなか実行に移せていないのが現状です。組合は組合員がいなけれ
ば成り立ちませんので、厳しい時だからこそ組合員の要求に対応、改善できるように準備が必要だと思って
おります。
　私自身、今はまだ組合士の資格を活かせてはおりませんが、今後これから色々な経験をしていくなかで組
合士としての知識が活用できるように、そして相互扶助の精神をもとに組合員が組合を利用しやすい環境づ
くりに努めていきたいです。

鹿
児
島
共
同
配
車
セ
ン
タ
ー
事
業
協
同
組
合

業
務
係
長
　平
山

　真
一

中小企業組合士として

資格を活かせるように！

─福島県─

■はじめに…
　昨年3月11日に発生した東日本大震災にあたりましては、都道府県組合士（協）会、全国組合士
協会連合会及び全国の組合士の皆様から暖かいお見舞いのお言葉と、多額の義援金をいただき
ましたこと、あらためまして心から御礼申し上げます。
　福島県は今回の震災で、地震・津波の被害に加え、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う
放射能汚染の被害を受け、更には終わりの見えない風評被害に、現在でも苦しめられています。
　そのような中にあって、皆様からの様々なご支援は、大きな励みになっております。今後とも何
卒ご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

■検定試験に興味を持ってもらうために…
　本会の主な事業は、会員の資質の向上を目的とした研修会（年1回）の開催や会員同士の情報
交換、交流を行うための親睦会の開催、組合士制度普及のための検定試験対策セミナーの開催、
中央会で実施している事務局職員セミナー等での組合士会役員による制度の説明、普及活動等で
す。本年2月に行った、事務局職員セミナーでの制度普及説明では、組合士会若手役員より「抜粋した検定試験の参考問題を配布し、答えは組合士会
のホームページに掲載して、まずは試験に興味を持ってもらう仕組みを作ろう。」と提案があり、実践しました。結果、早速お二人から問題集の購入につ
いて申込みがあるといった成果がありました。

■創立30周年を迎えて…
　本会は平成23年度で創立30周年を迎えました。本年2月24日には、ささやかではありますが、創立30周年記念式典、記念講演会及び祝賀会を開
催いたしました。この式典を開催するにあたっては、昨年皆様からいただいた義援金の一部を有効に活用させていただきました。
　式典には多数の来賓と会員が出席し、その場で組合士取得20年以上で、かつ組合士会役員を15年以上務め、会の発展に貢献された斎藤吉信氏、
山本登代子氏のお二人に感謝状の贈呈を行いました。
　記念講演会では、今回の原発事故で双葉町からの避難を余儀なくされ、現在は福井県坂井市で生活している、川崎葉子さん（（株）夢企画社長）を講
師に招き「原発2キロ地点からの脱出～今までそしてこれから～」をテーマにお話しいただきました。
　また、今回の式典にあわせて、30年の沿革や歴代会長等が30年を振り返った座談会の様子などをまとめた記念誌を作成し、披露しました。

■ブロック研修交流会を開催します…
　今年は、10月19日（金）に、本県いわき市の「スパ・リゾートハワイアンズ（きずなリゾート）」において第29回東北・北海道ブロック中小企業組合士協

議会研修交流会の開催を予定しています。東日本大震災で大きな被害を受け、本年2月によ
うやく全面営業再開し、現在復興の真っ直中にあるハワイアンズで、ブロックの組合士同士の
“きずな”を更に深めたいと考えています。

■終わりに（会員100人を目指して）…
　平成22年からは約30年ぶりに福島県郡山市で組合検定試験を実施（本年12月で3回目）
し、組合士増加のための礎ができました。
　年頭に行った歴代会長による30周年を振り返っての座談会では、会員100人を目指すと
いう大きな目標が掲げられました。
　その目標に向け、これまで以上に中小企業組合士制度の普及と組合士の増加に努め、組合
士の立場から、福島県の復興とこれからの新しい時代を切り拓く中小企業の発展にも寄与し
ていきたいと考えています。　　

わが会の活動わが会の活動

★平成25年度における中小企業組合士の認定更新について★
■対　　　　象：平成20年6月１日に認定された第29回、第34回認定者です。　
■申請関係書類：平成25年2月下旬頃送付予定です。
■認定更新要件：認定更新には中央会が開催する講習会の5時間以上の受講が必要です。
☆認定更新対象者の手元に書類が届かない場合、組合士資格が失効する恐れがありますので、住所等の変更があり
　ました場合は、所管の中央会に住所変更届のご提出をお忘れなく！
　住所等変更届出書様式はこちら→   http://www.chuokai.or.jp/kumiaishi/index.htm

福島県中小企業組合士会 鶴ケ城

創立30周年記念講演会の様子

創立30周年祝賀会の様子



全国組合士だより    第18号（平成24年１0月 ）全国組合士だより  第18号（平成24年１0月 ）

（7）（6）

それぞれの職場で活躍する組合士の方に、今お
感じになっていること、組合検定試験の体験談
等をお書きいただきました。

　平成１８年６月に組合士登録をし、６年が過ぎました。今回｢優良組合士」として表彰状をいただきましたこ
とを深く感謝申し上げます。
　普通の会社(株式会社)で総務・経理業務に永年携わってきた私は、協業組合の同種の業務に当初馴染めず、
まさに制度・運営・会計に戸惑いがあり、知識を付けようとの思いで中小企業組合検定試験に挑戦いたしました。
　協業組合アクアテック栗原(宮城県栗原市築館）は、昭和５４年に設立されました。設立当初は浄化槽維持
管理をメインとしていましたが、現在では水(下水道・汚水)処理施設・管路施設管理、上水道管理、ビル管理な
ども事業に加えております。職員は現在６１名。｢水｣を基本に、可能性のある事業を常に模索しております。
｢水を愛し 水を考える｣が当組合のキャッチフレーズです。
　平成２０年６月に岩手宮城内陸地震、平成２３年３月に東日本大震災と当組合が所在する地域は地震が続
き、被害も受けました。(東日本大震災で宮城県栗原市築館は震度７でした)いずれの地震でも、ライフライン
の一つである｢水｣に関しては、行政等からの要請もございましたが、給水作業・下水道管路調査等即座に対応
させていただきました。
　当組合は技術集団でもあるので、技術系の資格取得職員が多いのですが、事務系職員が挑戦するのに最
も適した資格が中小企業組合士だと思います。当組合には４名の組合士がおります。もう１科目合格で組合
士になれる職員も２名おります。代表理事・専務理事が資格取得を推奨しており、組合士職員には資格手当を
支給しております。
　組合士は事務局の重責を担う存在であり、各種研修への参加、法の改正等々情報収集を怠らず、組合士と
して誇りをもって職務に精励しなければならないと思います。
　私も資質の向上を常に意識し、努力していきたいと思っております。
　最後に
　－組合のあしたを拓く組合士－
　組合士の地位向上、そして国家資格への移行を強く望みます。

協
業
組
合
ア
ク
ア
テ
ッ
ク
栗
原

理
事　

菅
原

　保
則

　私どもの協同組合は昭和５２年に設立され、主要な事業として燃料共同購買事業・高速事業・共同受注事業
を行っており、燃料共同購買事業については組合施設内に１００キロリットルの軽油自家用タンクを設置し、
月１０００キロリットル以上を売上げております。
　上司の勧めにより組合士の資格を取得したのは２００５年の６月。現在の職場に入組し目の前の業務だけを
務めていた私にとっては試験の内容もよく理解できていない状態での受験となり、大変だったことを思い出
します。
　ただ、当時組合の仕事について知識不足だった私にとって組合士取得に向け試験を受けることで、組合の
知識の習得という意味では受験のタイミングが良かったと今では思っています。
　資格取得後は、交流会・研修会に参加できる機会が増えるようになりました。他の組合士の方との情報交換
や自分の職場とは異なる業種の方と接することで幅広い人脈を築くことができ、また異分野の知識や情報を
得ることができるなど自分の視野の拡大にも繋がっております。
　環境変化の激しい昨今、運送業界は燃料価格の長期的な高騰に伴い非常に厳しい経営環境が続いており、
組合員のニーズの多様化はめまぐるしく進んでおります。そのニーズを直接聞けるよう普段から組合員との
会話を増やそうと意識はするものの、なかなか実行に移せていないのが現状です。組合は組合員がいなけれ
ば成り立ちませんので、厳しい時だからこそ組合員の要求に対応、改善できるように準備が必要だと思って
おります。
　私自身、今はまだ組合士の資格を活かせてはおりませんが、今後これから色々な経験をしていくなかで組
合士としての知識が活用できるように、そして相互扶助の精神をもとに組合員が組合を利用しやすい環境づ
くりに努めていきたいです。
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中小企業組合士として

資格を活かせるように！

─福島県─

■はじめに…
　昨年3月11日に発生した東日本大震災にあたりましては、都道府県組合士（協）会、全国組合士
協会連合会及び全国の組合士の皆様から暖かいお見舞いのお言葉と、多額の義援金をいただき
ましたこと、あらためまして心から御礼申し上げます。
　福島県は今回の震災で、地震・津波の被害に加え、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う
放射能汚染の被害を受け、更には終わりの見えない風評被害に、現在でも苦しめられています。
　そのような中にあって、皆様からの様々なご支援は、大きな励みになっております。今後とも何
卒ご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

■検定試験に興味を持ってもらうために…
　本会の主な事業は、会員の資質の向上を目的とした研修会（年1回）の開催や会員同士の情報
交換、交流を行うための親睦会の開催、組合士制度普及のための検定試験対策セミナーの開催、
中央会で実施している事務局職員セミナー等での組合士会役員による制度の説明、普及活動等で
す。本年2月に行った、事務局職員セミナーでの制度普及説明では、組合士会若手役員より「抜粋した検定試験の参考問題を配布し、答えは組合士会
のホームページに掲載して、まずは試験に興味を持ってもらう仕組みを作ろう。」と提案があり、実践しました。結果、早速お二人から問題集の購入につ
いて申込みがあるといった成果がありました。

■創立30周年を迎えて…
　本会は平成23年度で創立30周年を迎えました。本年2月24日には、ささやかではありますが、創立30周年記念式典、記念講演会及び祝賀会を開
催いたしました。この式典を開催するにあたっては、昨年皆様からいただいた義援金の一部を有効に活用させていただきました。
　式典には多数の来賓と会員が出席し、その場で組合士取得20年以上で、かつ組合士会役員を15年以上務め、会の発展に貢献された斎藤吉信氏、
山本登代子氏のお二人に感謝状の贈呈を行いました。
　記念講演会では、今回の原発事故で双葉町からの避難を余儀なくされ、現在は福井県坂井市で生活している、川崎葉子さん（（株）夢企画社長）を講
師に招き「原発2キロ地点からの脱出～今までそしてこれから～」をテーマにお話しいただきました。
　また、今回の式典にあわせて、30年の沿革や歴代会長等が30年を振り返った座談会の様子などをまとめた記念誌を作成し、披露しました。

■ブロック研修交流会を開催します…
　今年は、10月19日（金）に、本県いわき市の「スパ・リゾートハワイアンズ（きずなリゾート）」において第29回東北・北海道ブロック中小企業組合士協

議会研修交流会の開催を予定しています。東日本大震災で大きな被害を受け、本年2月によ
うやく全面営業再開し、現在復興の真っ直中にあるハワイアンズで、ブロックの組合士同士の
“きずな”を更に深めたいと考えています。

■終わりに（会員100人を目指して）…
　平成22年からは約30年ぶりに福島県郡山市で組合検定試験を実施（本年12月で3回目）
し、組合士増加のための礎ができました。
　年頭に行った歴代会長による30周年を振り返っての座談会では、会員100人を目指すと
いう大きな目標が掲げられました。
　その目標に向け、これまで以上に中小企業組合士制度の普及と組合士の増加に努め、組合
士の立場から、福島県の復興とこれからの新しい時代を切り拓く中小企業の発展にも寄与し
ていきたいと考えています。　　

わが会の活動わが会の活動

★平成25年度における中小企業組合士の認定更新について★
■対　　　　象：平成20年6月１日に認定された第29回、第34回認定者です。　
■申請関係書類：平成25年2月下旬頃送付予定です。
■認定更新要件：認定更新には中央会が開催する講習会の5時間以上の受講が必要です。
☆認定更新対象者の手元に書類が届かない場合、組合士資格が失効する恐れがありますので、住所等の変更があり
　ました場合は、所管の中央会に住所変更届のご提出をお忘れなく！
　住所等変更届出書様式はこちら→   http://www.chuokai.or.jp/kumiaishi/index.htm

福島県中小企業組合士会 鶴ケ城
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平成２４年度通常総会開催される

組合のあしたを拓く組合士

18第 号

　全国中小企業組合士協会連合会の平成24年度通常総
会が、６月22日（金）、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、全会員31名（本人
出席24名、委任状出席７名）の出席により開催された。

平成２４年度事業計画で、来年度連合会創立３０周年を

迎えるにふさわしい体制の整備等について決定

　通常総会は午前11時に本連合会松下理事の開会宣言
により開会し、齊藤会長より主催者挨拶が行われた。次に来
賓として、株式会社商工組合中央金庫組織金融部次長小
山君一殿、東京都中小企業団体中央会専務理事堀内忠殿、
全国中小企業団体中央会理事瀬戸実殿が紹介され、ご来
賓からご祝辞をいただいた。
　続いて、司会より本日の出席状況について、委任状を含め
て31会員全員の出席により総会が成立している旨報告が行
われた。その後、齊藤会長を議長に選任し議案審議に入り、
堀川理事より平成23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資料に基づき説明がなされ
た後、町田監事より４月20日（金）に会計に関する帳簿・書類

を精査した結果、適正に処理されている旨報告がなされ、議
長が議場に諮ったところ、原案どおり承認された。
　なお、会場より平成23年度中に開催された「活路実現化
行動委員会」の状況について質問があり、事務局より「より正
確な実態把握のため例年の調査に加え、新たに調査を行う
こととし、調査内容の確定を行ったが調査の実施には至らな
かった。本年度なるべく早いうちに調査を行う」との回答が行
われ了承された。
　続いて角副会長より第２号議案「平成24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24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、来年度の本連合会創立30周年に向けて、中
小企業組合士の増加、制度の普及促進と、組合士協会未
設置県への設立促進等を積極的に展開していくための体
制整備等について議場に諮ったところ、満場異議なく承認さ
れた。

全国組合士だより  第18号（平成24年10月 ）全国組合士だより  第18号（平成24年10月 ）
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編集後記
　暑かった夏もようやく終わりを告げ、朝夕めっきり涼しくなってまいりました。今年の東京の夏は連日猛暑が続いたと思えば、スコールのような激
しい雨が降ったり、まるで熱帯のようでした。これも地球温暖化の影響でしょうか？
　さて、本来なら8月上旬には皆様のお手元にお届けするはずの「全国組合士だより」ですが、やっとできあがりました。ご愛読いただいております
組合士の皆様の首がいつもより長くなっていないかと心配です。次回、新年号は新年度号にならないよう頑張りますので、今後ともご愛読いただけ
るとうれしいです。（愛）
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