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組合のあしたを拓く組合士

19第 号

　明けましておめでとうございます。
　全国の中小企業組合士の皆様、また都道府県組合士㈿
会、都道府県中央会の皆様には日頃から当連合会の事業
に格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、平成23年３月11日に発生した東日本大震災は地
震はもとより津波による被害、福島原発事故による電力問
題、放射能汚染による風評被害、観光産業への影響等と
りわけ中小企業に対して深刻な影響を及ぼし、早くも２年
を迎えようとしている今でも大きな傷跡を残しています。
一日も早い復旧、復興を心から願うところです。
　日本経済は、欧州財務危機、債務問題に苦しむ南欧州
諸国経済の落ち込みや、雇用、所得環境が依然厳しい米
国、関係の冷え込みによる対中輸出・訪日客の減少などの
要因で先行き不安定な年になることが予想されます。
　「中小企業憲章」によると中小企業は日本経済を牽引す
る力であり社会の主役であると高く位置づけています。こ
のような中にあって、組織化された中小企業組合の存在
価値をいまこそ発揮する時代です。中小企業等協同組合

法第一条には「相互扶助の精神に基き協同して事業を行
うために必要な組織…」とあります。しかし、最近の資料に
よれば全国的にみても組合数・所属員数ともに減少傾向
にあるところです。そこで中小企業組合を活性化するには
「１組合１組合士」の実現を図らなければなりません。
　本年は組合士制度創設40年、組合士協会連合会
創立30年の年です。
　当連合会としては、「１組合１組合士」を目標に中小組
合士の資質向上を図るため全国中小企業団体中央会が
主催する「中小企業組合士スキルアップ研修」に全面的に
協力するとともに、中小企業組合の充実発展のために連
合会の組織強化、各都道府県組合士㈿会との連携強化を
図り魅力ある中小企業組合士制度の確立のため努力する
所存であります。
　全国の中小組合士の皆様、また関係各位の皆様におか
れましても、旧年に引き続き本年もよろしくご支援ご指導
いただきますようお願い申し上げます。
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編集後記
　明けましておめでとうございます。お正月の初詣にはみなさまはなにをご祈願されますか。
　毎年１２月第１週の日曜日は中小企業組合検定試験の試験日です。平成２４年度は４００人を超える申し込みがあり、昨年１２月２
日に２１都市２２会場で試験が行われました。発表まで２ヶ月、受験された方は合格祈願をされたでしょうか。たくさんの方が合格さ
れ、組合士の仲間が増えることを願っています。（愛）　
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全国中小企業組合士協会連合会

会長　 齊藤  　行 正

年頭所感
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組合士（協）会　新会長紹介
　今後のご活躍が期待される新会長に、協会運営に当たっての抱負など、下記のアンケートにお答えいただきました。
　今回は神奈川県清水会長、広島県永井会長をご紹介します。

1．①前任の菅野会長が期の途中ながら健康上の理由により退任、急遽
会長職を引き受けることになり、本年再選されましたことに大変身の
引き締まる思いです。私自身はトップの器にはとても及ばぬものと自覚
する身、周りの副会長をはじめとする役員、会員の方々の知恵と行
動力に甘えさせていただきながら、少しでも風通しのよい組織作りを
考えております。

　②会員数を増やす。神奈川県は人口の数、企業立地諸条件が良いわ
りに資格者が少なく、県中央会の協賛を仰ぎつつ、組合訪問なども
視野に入れ、活動を広め、裾野を開拓したい。

2．①協会設立時の案内に従ったもの。

　②人的交流ができたこと。
3．①所属組合代表理事より勧められたことによる。
　②協同組合の現場、内部における歴史、慣習と取りまく環境、さらに法

的な関係。これらと向き合い、調節しながら仕事を進める上で、自信を
持てたこと。さらに自己啓発への契機となったこと。

　③所属組合での活動（行動力、発言力、調整力）機会を自ら挑戦し増
やす。　

　　 組合事務局の整備、組合士の役割・位置づけを含めたモデルケース
を作り、中央会を通じ教育・宣伝する。

4．　文化全般（本・映画・音楽など）、旅行。

組合士取得　昭和５３年６月
役員就任　　平成１０年９月
会長就任　　平成２３年９月２７日

神奈川県中小企業組合士会　清水　順　会長

1．新会長としての抱負
　①会長に就任してのご感想、抱負をお聞きかせください。
　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を教えて下さい。
　②入会してよかったことを教えて下さい。

3．中小企業組合士について
　①組合士取得のきっかけを教えて下さい。　
　②組合士になってよかったことをお聞かせ下さい。
　③組合士が今以上に活躍するにはどのようなことが必用だとお考え
　　ですか。
4．趣味等について　（ご趣味や熱中されていることを教えて下さい。）

1．①当組合士会に入会して４年で会長職へとの推薦を頂き正直驚いた
が、前任の寺西会長が役員に残って頂けることでお受けした。前会
長が取り組んでおられた体験型研修会など幅広い活動を踏襲し、
当会の活性化を図ると共に組合士の地位向上を図る施策提案を
行っていきたい。

　②当組合士会は平成２４年３月時点で会員数５１名とここのところ横這
いの状況にある。各地の組合士会と同様中央会と商工中金の会員
に支えられている面があるが、なるべく多くの組合に呼びかけ会員
数を増加させ、活動の活性化を図るため時流に合った研修会など
企画し、会員相互の情報交換を活発化させて行きたい。

2．①平成２０年４月に商工中金より広島食糧協同組合が設立した食協
㈱に出向し、５月協同組合の理事に就任した（現在商工中金は退
職し転籍済）。協同組合は福利厚生、金融業が中心で事務は食協
㈱が代行している。協同組合の理事長が中央会の副会長を務め
社員にも２名組合士が在籍していたことから入会した。

　②県内の中小企業組合の方 と々の交流が増えることで情報交換を行
え組合運営の参考にさせて頂いている。

3．①昭和５７年、前職である商工中金広島支店時代に岡山で実施され
ていた組合士の試験が広島で開催されることとなり上司に勧められ

　　受験し合格した。その後大阪に転勤し昭和６３年に認定申請を行い
組合士としての資格を取得した。

　②直接的に良かったことは余りないが、制度、運営、会計と組合に欠か
せない知識が整理できたことと問題が生じた場合に組合運営のエ
キスパートとしてアドバイスが的確に行えるメリットはある。また、昨年、
上部団体の県糧連と当組合が適格合併を行ったが、事務局として
中央会の指導の下、県への申請手続き、税務上の処理、組合員へ
の説明などを知識を総動員して完遂できたことは、組合士の賜と感
謝している。

　③組合士の社会的な地位向上が活躍するためには必要である。その
ためには行政、税務手続きなどが行える法的な環境を整備すること
が急務である。また、組合内においても有資格者の職務的な位置付
けとして例えば『中小企業組合アドバイザー』等の肩書を根拠法に
謳うことを考慮しても良いと思う。

4．　趣味は学生時代から続けているコーラスである。主に男声合唱であ
るが、時には混声も楽しんでいる。合唱はストレス解消と同時に呼吸
法により健康へのプラス効果が高く定年後も続けたいと考えている。
また、今年からは家庭菜園での野菜作りに挑戦し、週末は出かけて
汗をかきかき農業を楽しんでいる。

組合士取得　昭和６３年６月
役員就任　　平成２２年７月１５日
会長就任　　平成２４年７月２３日

広島県中小企業組合士会　永井　幸雄　会長

（横浜個人タクシー協同組合参事・事務局長）

（広島食糧協同組合理事）

平成２４年度１２月までに行った主な行事等をご報告します。

連 合 会 の 活 動

組合士協会設立の推進
◆当連合会齊藤会長（静岡県相談役・以下同じ）、と事務
局が５月に、また齊藤会長と田中理事（長崎県会長）が
８月に熊本県中央会を訪問・懇談し、組合士協会の設立
について要望しました。
◆協会未設置県の組合士に対して全国中央会主催の「組
合士フォーラム2012－中小企業組合士全国交流研修
会－」の開催の案内及び「全国組合士だより」を送付し
協会の活動をＰＲしました。

役員会・委員会の開催
　平成24年４月20日、６月
22日、11月22日の３回役員
会を開催しました。また組合
士活路実現化行動委員会は
８月28日、11月22日の２回
開催しています。

ブロック研修会等への支援
◆７月12日㈭・13日㈮に関東甲信越静ブロック中小企業
組合士協議会全体研修会が長野市松代町で開催され、
松下理事（宮城県会長）と事務局が出席しました。詳しく
は「わが協会の活動（Ｐ４）」をご参照下さい。
◆７月27日㈮に中小企業組合士会中国ブロック協議会通
常総会が松江東急インにおいて開催され、田中副会長
（北海道会長）が出席しました。総会終了後、協同組合横
田ショッピングセンター専務理事渡辺昭雄氏、株式会社
エブリプラン地域環境計画課主任澤和毅氏を迎え「中
山間地域の活性化における地域の取り組みについて」と
題した講演が行われました。
◆８月２日㈭・３日㈮に九州中小企業組合士協会連合会
通常総会・九州ブロック合同研修会が佐賀県鳥栖市で
開催され、齊藤会長が出席しました。佐賀県初の球技専
用スタジアムであるベストアメニティスタジアムの視察
等を行っています。
◆10月19日㈮に東北・北海道ブロック中小企業組合士協
議会研修交流会がスパリゾートハワイアンズ（福島県い
わき市）で開催され、齊藤会長が出席しました。また、常
磐興産株式会社顧問坂本征夫しより、「ハワイアンズの
歴史と復興の歩み」と題して基調講演が行われ、引き続
き「震災からこれまでの所属組合の取り組み」をテーマ
にパネルディスカッションが行われました。
◆11月19日㈪近畿ブロック中小企業組合士協議会連絡
会議がホテルアウィーナ大阪で開催され、連合会からは
松﨑副会長（東京都会長以下同じ）が出席しました。総
会に先立ち、生野コリアンタウンと猪飼野史跡の視察等
を行いました。

会員㈿会総会等への出席・支援
◆５月18日㈮東京都組合士協会の第35回通常総会に事
務局が出席しました。
◆９月21日㈮千葉県中小企業組合士会30周年記念講演
及び祝賀会に齊藤会長と事務局が出席しました。
◆11月８日㈭東京都中小企業組合士協会連合会女性部
研修会・懇親会に事務局が出席しました。
◆11月15日㈭北海道中小企業組合士会・北海道中小企
業事務局長会合同懇親交流会へ齊藤会長と事務局が
出席しました。
◆11月29日㈭宮城県中小企業組合士会通常総会・懇親
会に事務局が出席しました。
◆大阪府中小企業組合士協会の通常総会の開催にあたり、
祝電を打電しました。

情報提供等
◆「全国組合士だより」第18号を配付し、連合会のホーム
ページに掲載しました。
◆組合士㈿会の活性化に関するアンケート調査、中小企
業組合士の活用状況等に関する調査、都道府県中小企
業組合士協会活動状況調査をとりまとめ、結果を会員及
び関係機関へ送付しました。
◆メールマガジンを473組合士に配信いたしました。
◆全国中央会の発行する機関紙「中小企業と組合」の「組
合士アラカルト」コーナーに毎月１名の組合士の方を紹
介し、連合会のホームページに掲載しました。
◆2013年版中小企業組合士手帳を作成・配付いたしました。

会議等への出席
　全国中央会総会・理事会に齊藤会長が理事として出席
したほか、全国中央会の専門委員会委員に齊藤会長（組
織専門委員）、松﨑副会長（労働専門委員）を推薦しました。
また、第64回中小企業団体全国大会（宮崎県）に齊藤会長
が出席しました。

組合士制度の普及促進
　組合代表者向けパンフレットを作成しＰＲを行ったほ
か、中小企業団体全国大会会場に「組合士コーナー」のブ
ースを設け、ＰＲを行いました。

スキルアップ研修への協力
　全国中央会主催
の組合士スキルア
ップ研修に齊藤会
長他役員及び傘下
組合士が協力しま
した。

 ▲松江会場
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組合士（協）会　新会長紹介
　今後のご活躍が期待される新会長に、協会運営に当たっての抱負など、下記のアンケートにお答えいただきました。
　今回は神奈川県清水会長、広島県永井会長をご紹介します。

1．①前任の菅野会長が期の途中ながら健康上の理由により退任、急遽
会長職を引き受けることになり、本年再選されましたことに大変身の
引き締まる思いです。私自身はトップの器にはとても及ばぬものと自覚
する身、周りの副会長をはじめとする役員、会員の方々の知恵と行
動力に甘えさせていただきながら、少しでも風通しのよい組織作りを
考えております。

　②会員数を増やす。神奈川県は人口の数、企業立地諸条件が良いわ
りに資格者が少なく、県中央会の協賛を仰ぎつつ、組合訪問なども
視野に入れ、活動を広め、裾野を開拓したい。

2．①協会設立時の案内に従ったもの。

　②人的交流ができたこと。
3．①所属組合代表理事より勧められたことによる。
　②協同組合の現場、内部における歴史、慣習と取りまく環境、さらに法

的な関係。これらと向き合い、調節しながら仕事を進める上で、自信を
持てたこと。さらに自己啓発への契機となったこと。

　③所属組合での活動（行動力、発言力、調整力）機会を自ら挑戦し増
やす。　

　　 組合事務局の整備、組合士の役割・位置づけを含めたモデルケース
を作り、中央会を通じ教育・宣伝する。

4．　文化全般（本・映画・音楽など）、旅行。

組合士取得　昭和５３年６月
役員就任　　平成１０年９月
会長就任　　平成２３年９月２７日

神奈川県中小企業組合士会　清水　順　会長

1．新会長としての抱負
　①会長に就任してのご感想、抱負をお聞きかせください。
　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を教えて下さい。
　②入会してよかったことを教えて下さい。

3．中小企業組合士について
　①組合士取得のきっかけを教えて下さい。　
　②組合士になってよかったことをお聞かせ下さい。
　③組合士が今以上に活躍するにはどのようなことが必用だとお考え
　　ですか。
4．趣味等について　（ご趣味や熱中されていることを教えて下さい。）

1．①当組合士会に入会して４年で会長職へとの推薦を頂き正直驚いた
が、前任の寺西会長が役員に残って頂けることでお受けした。前会
長が取り組んでおられた体験型研修会など幅広い活動を踏襲し、
当会の活性化を図ると共に組合士の地位向上を図る施策提案を
行っていきたい。

　②当組合士会は平成２４年３月時点で会員数５１名とここのところ横這
いの状況にある。各地の組合士会と同様中央会と商工中金の会員
に支えられている面があるが、なるべく多くの組合に呼びかけ会員
数を増加させ、活動の活性化を図るため時流に合った研修会など
企画し、会員相互の情報交換を活発化させて行きたい。

2．①平成２０年４月に商工中金より広島食糧協同組合が設立した食協
㈱に出向し、５月協同組合の理事に就任した（現在商工中金は退
職し転籍済）。協同組合は福利厚生、金融業が中心で事務は食協
㈱が代行している。協同組合の理事長が中央会の副会長を務め
社員にも２名組合士が在籍していたことから入会した。

　②県内の中小企業組合の方 と々の交流が増えることで情報交換を行
え組合運営の参考にさせて頂いている。

3．①昭和５７年、前職である商工中金広島支店時代に岡山で実施され
ていた組合士の試験が広島で開催されることとなり上司に勧められ

　　受験し合格した。その後大阪に転勤し昭和６３年に認定申請を行い
組合士としての資格を取得した。

　②直接的に良かったことは余りないが、制度、運営、会計と組合に欠か
せない知識が整理できたことと問題が生じた場合に組合運営のエ
キスパートとしてアドバイスが的確に行えるメリットはある。また、昨年、
上部団体の県糧連と当組合が適格合併を行ったが、事務局として
中央会の指導の下、県への申請手続き、税務上の処理、組合員へ
の説明などを知識を総動員して完遂できたことは、組合士の賜と感
謝している。

　③組合士の社会的な地位向上が活躍するためには必要である。その
ためには行政、税務手続きなどが行える法的な環境を整備すること
が急務である。また、組合内においても有資格者の職務的な位置付
けとして例えば『中小企業組合アドバイザー』等の肩書を根拠法に
謳うことを考慮しても良いと思う。

4．　趣味は学生時代から続けているコーラスである。主に男声合唱であ
るが、時には混声も楽しんでいる。合唱はストレス解消と同時に呼吸
法により健康へのプラス効果が高く定年後も続けたいと考えている。
また、今年からは家庭菜園での野菜作りに挑戦し、週末は出かけて
汗をかきかき農業を楽しんでいる。

組合士取得　昭和６３年６月
役員就任　　平成２２年７月１５日
会長就任　　平成２４年７月２３日

広島県中小企業組合士会　永井　幸雄　会長

（横浜個人タクシー協同組合参事・事務局長）

（広島食糧協同組合理事）

平成２４年度１２月までに行った主な行事等をご報告します。

連 合 会 の 活 動

組合士協会設立の推進
◆当連合会齊藤会長（静岡県相談役・以下同じ）、と事務
局が５月に、また齊藤会長と田中理事（長崎県会長）が
８月に熊本県中央会を訪問・懇談し、組合士協会の設立
について要望しました。
◆協会未設置県の組合士に対して全国中央会主催の「組
合士フォーラム2012－中小企業組合士全国交流研修
会－」の開催の案内及び「全国組合士だより」を送付し
協会の活動をＰＲしました。

役員会・委員会の開催
　平成24年４月20日、６月
22日、11月22日の３回役員
会を開催しました。また組合
士活路実現化行動委員会は
８月28日、11月22日の２回
開催しています。

ブロック研修会等への支援
◆７月12日㈭・13日㈮に関東甲信越静ブロック中小企業
組合士協議会全体研修会が長野市松代町で開催され、
松下理事（宮城県会長）と事務局が出席しました。詳しく
は「わが協会の活動（Ｐ４）」をご参照下さい。
◆７月27日㈮に中小企業組合士会中国ブロック協議会通
常総会が松江東急インにおいて開催され、田中副会長
（北海道会長）が出席しました。総会終了後、協同組合横
田ショッピングセンター専務理事渡辺昭雄氏、株式会社
エブリプラン地域環境計画課主任澤和毅氏を迎え「中
山間地域の活性化における地域の取り組みについて」と
題した講演が行われました。
◆８月２日㈭・３日㈮に九州中小企業組合士協会連合会
通常総会・九州ブロック合同研修会が佐賀県鳥栖市で
開催され、齊藤会長が出席しました。佐賀県初の球技専
用スタジアムであるベストアメニティスタジアムの視察
等を行っています。
◆10月19日㈮に東北・北海道ブロック中小企業組合士協
議会研修交流会がスパリゾートハワイアンズ（福島県い
わき市）で開催され、齊藤会長が出席しました。また、常
磐興産株式会社顧問坂本征夫しより、「ハワイアンズの
歴史と復興の歩み」と題して基調講演が行われ、引き続
き「震災からこれまでの所属組合の取り組み」をテーマ
にパネルディスカッションが行われました。
◆11月19日㈪近畿ブロック中小企業組合士協議会連絡
会議がホテルアウィーナ大阪で開催され、連合会からは
松﨑副会長（東京都会長以下同じ）が出席しました。総
会に先立ち、生野コリアンタウンと猪飼野史跡の視察等
を行いました。

会員㈿会総会等への出席・支援
◆５月18日㈮東京都組合士協会の第35回通常総会に事
務局が出席しました。
◆９月21日㈮千葉県中小企業組合士会30周年記念講演
及び祝賀会に齊藤会長と事務局が出席しました。
◆11月８日㈭東京都中小企業組合士協会連合会女性部
研修会・懇親会に事務局が出席しました。
◆11月15日㈭北海道中小企業組合士会・北海道中小企
業事務局長会合同懇親交流会へ齊藤会長と事務局が
出席しました。
◆11月29日㈭宮城県中小企業組合士会通常総会・懇親
会に事務局が出席しました。
◆大阪府中小企業組合士協会の通常総会の開催にあたり、
祝電を打電しました。

情報提供等
◆「全国組合士だより」第18号を配付し、連合会のホーム
ページに掲載しました。
◆組合士㈿会の活性化に関するアンケート調査、中小企
業組合士の活用状況等に関する調査、都道府県中小企
業組合士協会活動状況調査をとりまとめ、結果を会員及
び関係機関へ送付しました。
◆メールマガジンを473組合士に配信いたしました。
◆全国中央会の発行する機関紙「中小企業と組合」の「組
合士アラカルト」コーナーに毎月１名の組合士の方を紹
介し、連合会のホームページに掲載しました。
◆2013年版中小企業組合士手帳を作成・配付いたしました。

会議等への出席
　全国中央会総会・理事会に齊藤会長が理事として出席
したほか、全国中央会の専門委員会委員に齊藤会長（組
織専門委員）、松﨑副会長（労働専門委員）を推薦しました。
また、第64回中小企業団体全国大会（宮崎県）に齊藤会長
が出席しました。

組合士制度の普及促進
　組合代表者向けパンフレットを作成しＰＲを行ったほ
か、中小企業団体全国大会会場に「組合士コーナー」のブ
ースを設け、ＰＲを行いました。

スキルアップ研修への協力
　全国中央会主催
の組合士スキルア
ップ研修に齊藤会
長他役員及び傘下
組合士が協力しま
した。

 ▲松江会場



全国組合士だより  第19号（平成25年１月）全国組合士だより  第19号（平成25年１月）

（5）（4）

★☆★☆★ ☆★☆★☆

　※ご好評をいただいておりますスキルアップ研修は下記会場のお申込みを受け付けております。
　■福岡　平成25年1月31日㈭　■大阪2月15日㈮　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！！

─長野県─
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

長野県中小企業組合士協会 善光寺

■はじめに…
　今回の２４年度関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会及び交
流研修会は長野県が当番となり長野市松代町において、さわやかな信
州の夏風のもと７月１２日、１３日の２日間にわたって各都県会員の研
修と交流を行いました。（参加者総数６３名）
■第１日目
　基調講演のテーマは「歴史からみた企業存続」ということで講師に
松代文化施設管理事務所学芸員の降旗浩樹氏を招き行いました。
　長期化する経済の低速により日本企業の統合、または海外資本の導
入という状況が色々と取り沙汰される中、「１００年企業」の存在が重ん
じられています。
　そこで、企業存続をコンセプトに、歴史上からなる企業の存続（「お
家の存続」）を取り上げました。
　数多の戦いから身を起こした地方の小豪族（真田氏）が、領民の安定
した生活の維持と家名を残すために、天下を分けた関ヶ原の戦いに領
主の親子兄弟が東軍・西軍に分かれて交戦。その結果、徳川幕政のも
と家名と領民の存続が得られ、松代は城下町として発展しました。
　また一方、江戸城においても城持ちの譜代大名中、重役が詰める
「江戸城帝鑑の間」を諸座敷として与えられる家格を維持し、２５０年に
及ぶ松代藩真田１０万石の歴史となりました。
■まとめ
　特に存続に至っては、真田家は「人を大切にする」特徴があり、長年
の間どのような危機にもそれを乗り越える「中興の祖」といわれる人物
を輩出しています。
　現在は、必ず過去とつながっています。複雑な歴史もその時代時代
の人々との日々の葛藤から生まれた産物です。

24年度関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会実施のご報告

　歴史の主役であるわたしたちは、環境が人の才能を開花させ、人と
のかかわりが人をつくることを、過去から学ぶことができるのではない
でしょうか。
■第２日目
　参加者全員が３班に分かれ、松代文化財ボランティアガイドの説明
とともに視察を行いました。
①象山地下壕（太平洋戦争の遺跡）
　第二次世界大戦末期、軍部が本土決戦最後の拠点として極秘のう
ちに大本営・政府機関を松代に移す計画のもと象山地下壕を掘削しま
した。総延長５，８５３ｍ（公開は５００ｍ）
②文武学校（学問と武道の学び舎）
　松代藩が設けた文武併設の学校として嘉永６年（１８５３年）に建て
られ開校。維新後は松代小学校として使われました。
③真田邸（新御殿）
　江戸時代の大名家の御殿で、９代藩主の母の隠居所として建てられ
ました。維新後は１１代・１２代の私邸として使われました。
④真田宝物館（真田家の歴史を今に伝える施設）
　真田家に伝来する古文書、武具、調度品などの大名道具を収蔵・展
示しています。
　以上、２日間にわたって関東甲信越静ブロック研修交流会を行いま
したが、両日ともに晴天に恵まれ、参加者共々大いに盛り上がった次第
です。
　全国の組合士の皆様、寸暇を割いて信州の名湯松代温泉と、大人の
修学旅行地・松代へどうぞお出掛け下さい。

（文）長野県中小企業組合士協会副会長　柿崎　孝子

　平成24年度の中小企業組合スキルアップ研修は、名古屋、松江、札幌、仙台会場は終了致しました。参加した組合士の方々は熱心に、また楽しく受講
されていました。研修の簡単な内容をご報告します。
■コミュニーションスキルの向上～組合運営に係る的確なニーズの把握～ （講師：中小企業診断士北方伸樹氏）
　事務局と組合員、事務局内の上司と部下などとのコミュニケーションの円滑化を図るために必要なスキルについて、コーチングの手法を用いて信頼
関係の築き方、質問による双方向のコミュニーションの取り方等の講義が行われました。また、講義は講師と参加者、参加者同士のやりとりなど、演習を
交えて行われました。　
■企業の決算書の見方・読み方・活かし方（講師：税理士塚越正司氏）
　決算書の基本的な仕組みを様々なケースをもとに講義が行われ、その後貸借対照表を重視
する経営について説明が行われました。また、業績管理に重要な変動損益計算書の仕組み、経
営計画を作成するときの指標等について演習を交えて講義が行われました。
■中小企業組合における組合士の役割～組合運営にあたって～
　（講師： 富士宮鉄工団地協同組合専務理事齊藤行正氏〈当連合会会長〉）
　組合士第一期生として長年組合運営に携わってこられた立場から、事業の推移、問題点等に
ついて説明が行われ、組合運営に係る組合士の重要性について講義が行われました。   ▲仙台会場

　最近、組合活動の相談を受ける機会が増え
てきたが、突き詰めて言えば「このままではい
けないことは分かってはいるけど、何をどうす
れば良いかわからない」といった悩みが一番多
いように感じられる。つまり、組合活性化のため
に何か新たな活動（イノベーション）が必要だと

認識してはいるものの、その具体的アイディアが出ないのだ。
　昔はアイディアを出すときはひたすら考えて偶然思い浮かぶの
を待ったり、早起きをする、水辺に行くといった、環境を整えたりす
ることでアイディアがでると考えられていたが、現代の発想法は著
しく進化しており、私たちは、それを学ぶことにより、効率的にアイ
ディアを導きやすくなってきた。今回はその中の一つ「発想法７つ
の切り口」について前篇、後篇に分けて考えていく。
　「発想法７つの切り口」とは、アイディアが欲しい時、あらかじめ
考える方向性や質問項目を固定しておくことで、考えを促進したり、
考えるバランスを良くしたり、考えそびれがないようにしたりしよう
と考案されたものだ。考案者は、ブレーンストーミングでも有名な
アレックス・オズボーン。彼は、常に7つの方向性（切り口）から考え
ることで、バランス良く効果的にアイディアを誘引できると考えた。
現代は彼の原論からは多少進化して変わっているが、今最も信憑
性が高いと思われている切り口が次の7つだ。
　一つ目の切り口は、何かと何かをくっ付けられないかと考える
「結合」。商品どうしはもちろんだが、商品とサービス、人と人、お客
様どうしなど、様々なものを結合し付加価値を上げることを考える。
また、支払い、店舗、物流などをまとめてワンストップにすることで
メリットが出ないかどうかを考えるのもこの切り口だ。
　二つ目の切り口は、既に使っているものや技術を他の場面で使
えないかと考える「転用」。異なる業界のしくみやノウハウ、機械な
どを使うことはできないか、使い方や環境を変えることで、付加価
値が出ないかを考える。

　三つ目の切り口は、どこか一か所を変えることで劇的に使い方
や印象が変わらないか考える「変化」。発想法自体、何かを変えて
いくためのものだが、ここでは特に、ある部分に注目し、そこを変
えることで大きな付加価値を出すことを狙う。変更する項目は多
岐にわたり、見た目や動き、音だけでなく、定義のような考え方に
まで及ぶ。
　四つ目の切り口は、既存の技術や商品を応用して更に進化させ
ることができないか考える「発展」。もっとこうなったら良いのでは
ないか、今あるビジネスを次のステージに上げることができない
かを考える。
　五つ目の切り口は、大きくすることで何か付加価値が出ないか
と考える「拡大」。物理的に大きくすることを考えるのはもちろん、
時間を長くしたらどうだろうか、頻度を多くしたらどうだろうか、パ
ワーを強くしたらどうだろうか、なども拡大の概念だ。
　六つ目は、小さくすることでメリットがないかを考える「縮小」。
拡大の逆の概念だ。物理的に小さくすることはもちろん、一人分
ずつ小分けにする、余計なものをなくしてシンプルにする等も考
えていく。
　最後、七つ目は、常識やセオリーと逆のことを考えることで今ま
でにない機軸を見出そうとする「逆転」。逆転の発想は人がなかな
か思いつかない、実行できない奇抜なアイディアなので、成功す
れば成果は大きいが、失敗することも多くあるという発想だ。ゴミ
を原料にして何かできないか、業界の非常識に挑めないか、わざと
未完成のままにしておいたらどうだろうか等を考えていく。
　7つの切り口から考えることで、自問自答しながらアイディアを
出す他にも、会議時などに内容を傾聴しつつ、どの切り口から考え
られた意見が出ているかを分析し、結果、全く考えられていない切
り口が存在したら、それを指摘することで、全方向からの議論が成
立するため、組合活動にも大きくプラスになる。次号後篇では、事
例を中心に７つの切り口について更に考えていく。

組合を活性化させるための発想法（前篇）
株式会社　ディセンター代表取締役　折 原 　 浩株式会社　ディセンター代表取締役　折 原 　 浩
 組合活性化に有効な、効率的にアイデアを導き出すための「発想法７つの切り口」について前篇、後篇の２回に分けて考えていきます。
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　※ご好評をいただいておりますスキルアップ研修は下記会場のお申込みを受け付けております。
　■福岡　平成25年1月31日㈭　■大阪2月15日㈮　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！！

─長野県─
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

長野県中小企業組合士協会 善光寺

■はじめに…
　今回の２４年度関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会及び交
流研修会は長野県が当番となり長野市松代町において、さわやかな信
州の夏風のもと７月１２日、１３日の２日間にわたって各都県会員の研
修と交流を行いました。（参加者総数６３名）
■第１日目
　基調講演のテーマは「歴史からみた企業存続」ということで講師に
松代文化施設管理事務所学芸員の降旗浩樹氏を招き行いました。
　長期化する経済の低速により日本企業の統合、または海外資本の導
入という状況が色々と取り沙汰される中、「１００年企業」の存在が重ん
じられています。
　そこで、企業存続をコンセプトに、歴史上からなる企業の存続（「お
家の存続」）を取り上げました。
　数多の戦いから身を起こした地方の小豪族（真田氏）が、領民の安定
した生活の維持と家名を残すために、天下を分けた関ヶ原の戦いに領
主の親子兄弟が東軍・西軍に分かれて交戦。その結果、徳川幕政のも
と家名と領民の存続が得られ、松代は城下町として発展しました。
　また一方、江戸城においても城持ちの譜代大名中、重役が詰める
「江戸城帝鑑の間」を諸座敷として与えられる家格を維持し、２５０年に
及ぶ松代藩真田１０万石の歴史となりました。
■まとめ
　特に存続に至っては、真田家は「人を大切にする」特徴があり、長年
の間どのような危機にもそれを乗り越える「中興の祖」といわれる人物
を輩出しています。
　現在は、必ず過去とつながっています。複雑な歴史もその時代時代
の人々との日々の葛藤から生まれた産物です。

24年度関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会実施のご報告

　歴史の主役であるわたしたちは、環境が人の才能を開花させ、人と
のかかわりが人をつくることを、過去から学ぶことができるのではない
でしょうか。
■第２日目
　参加者全員が３班に分かれ、松代文化財ボランティアガイドの説明
とともに視察を行いました。
①象山地下壕（太平洋戦争の遺跡）
　第二次世界大戦末期、軍部が本土決戦最後の拠点として極秘のう
ちに大本営・政府機関を松代に移す計画のもと象山地下壕を掘削しま
した。総延長５，８５３ｍ（公開は５００ｍ）
②文武学校（学問と武道の学び舎）
　松代藩が設けた文武併設の学校として嘉永６年（１８５３年）に建て
られ開校。維新後は松代小学校として使われました。
③真田邸（新御殿）
　江戸時代の大名家の御殿で、９代藩主の母の隠居所として建てられ
ました。維新後は１１代・１２代の私邸として使われました。
④真田宝物館（真田家の歴史を今に伝える施設）
　真田家に伝来する古文書、武具、調度品などの大名道具を収蔵・展
示しています。
　以上、２日間にわたって関東甲信越静ブロック研修交流会を行いま
したが、両日ともに晴天に恵まれ、参加者共々大いに盛り上がった次第
です。
　全国の組合士の皆様、寸暇を割いて信州の名湯松代温泉と、大人の
修学旅行地・松代へどうぞお出掛け下さい。

（文）長野県中小企業組合士協会副会長　柿崎　孝子

　平成24年度の中小企業組合スキルアップ研修は、名古屋、松江、札幌、仙台会場は終了致しました。参加した組合士の方々は熱心に、また楽しく受講
されていました。研修の簡単な内容をご報告します。
■コミュニーションスキルの向上～組合運営に係る的確なニーズの把握～ （講師：中小企業診断士北方伸樹氏）
　事務局と組合員、事務局内の上司と部下などとのコミュニケーションの円滑化を図るために必要なスキルについて、コーチングの手法を用いて信頼
関係の築き方、質問による双方向のコミュニーションの取り方等の講義が行われました。また、講義は講師と参加者、参加者同士のやりとりなど、演習を
交えて行われました。　
■企業の決算書の見方・読み方・活かし方（講師：税理士塚越正司氏）
　決算書の基本的な仕組みを様々なケースをもとに講義が行われ、その後貸借対照表を重視
する経営について説明が行われました。また、業績管理に重要な変動損益計算書の仕組み、経
営計画を作成するときの指標等について演習を交えて講義が行われました。
■中小企業組合における組合士の役割～組合運営にあたって～
　（講師： 富士宮鉄工団地協同組合専務理事齊藤行正氏〈当連合会会長〉）
　組合士第一期生として長年組合運営に携わってこられた立場から、事業の推移、問題点等に
ついて説明が行われ、組合運営に係る組合士の重要性について講義が行われました。   ▲仙台会場

　最近、組合活動の相談を受ける機会が増え
てきたが、突き詰めて言えば「このままではい
けないことは分かってはいるけど、何をどうす
れば良いかわからない」といった悩みが一番多
いように感じられる。つまり、組合活性化のため
に何か新たな活動（イノベーション）が必要だと

認識してはいるものの、その具体的アイディアが出ないのだ。
　昔はアイディアを出すときはひたすら考えて偶然思い浮かぶの
を待ったり、早起きをする、水辺に行くといった、環境を整えたりす
ることでアイディアがでると考えられていたが、現代の発想法は著
しく進化しており、私たちは、それを学ぶことにより、効率的にアイ
ディアを導きやすくなってきた。今回はその中の一つ「発想法７つ
の切り口」について前篇、後篇に分けて考えていく。
　「発想法７つの切り口」とは、アイディアが欲しい時、あらかじめ
考える方向性や質問項目を固定しておくことで、考えを促進したり、
考えるバランスを良くしたり、考えそびれがないようにしたりしよう
と考案されたものだ。考案者は、ブレーンストーミングでも有名な
アレックス・オズボーン。彼は、常に7つの方向性（切り口）から考え
ることで、バランス良く効果的にアイディアを誘引できると考えた。
現代は彼の原論からは多少進化して変わっているが、今最も信憑
性が高いと思われている切り口が次の7つだ。
　一つ目の切り口は、何かと何かをくっ付けられないかと考える
「結合」。商品どうしはもちろんだが、商品とサービス、人と人、お客
様どうしなど、様々なものを結合し付加価値を上げることを考える。
また、支払い、店舗、物流などをまとめてワンストップにすることで
メリットが出ないかどうかを考えるのもこの切り口だ。
　二つ目の切り口は、既に使っているものや技術を他の場面で使
えないかと考える「転用」。異なる業界のしくみやノウハウ、機械な
どを使うことはできないか、使い方や環境を変えることで、付加価
値が出ないかを考える。

　三つ目の切り口は、どこか一か所を変えることで劇的に使い方
や印象が変わらないか考える「変化」。発想法自体、何かを変えて
いくためのものだが、ここでは特に、ある部分に注目し、そこを変
えることで大きな付加価値を出すことを狙う。変更する項目は多
岐にわたり、見た目や動き、音だけでなく、定義のような考え方に
まで及ぶ。
　四つ目の切り口は、既存の技術や商品を応用して更に進化させ
ることができないか考える「発展」。もっとこうなったら良いのでは
ないか、今あるビジネスを次のステージに上げることができない
かを考える。
　五つ目の切り口は、大きくすることで何か付加価値が出ないか
と考える「拡大」。物理的に大きくすることを考えるのはもちろん、
時間を長くしたらどうだろうか、頻度を多くしたらどうだろうか、パ
ワーを強くしたらどうだろうか、なども拡大の概念だ。
　六つ目は、小さくすることでメリットがないかを考える「縮小」。
拡大の逆の概念だ。物理的に小さくすることはもちろん、一人分
ずつ小分けにする、余計なものをなくしてシンプルにする等も考
えていく。
　最後、七つ目は、常識やセオリーと逆のことを考えることで今ま
でにない機軸を見出そうとする「逆転」。逆転の発想は人がなかな
か思いつかない、実行できない奇抜なアイディアなので、成功す
れば成果は大きいが、失敗することも多くあるという発想だ。ゴミ
を原料にして何かできないか、業界の非常識に挑めないか、わざと
未完成のままにしておいたらどうだろうか等を考えていく。
　7つの切り口から考えることで、自問自答しながらアイディアを
出す他にも、会議時などに内容を傾聴しつつ、どの切り口から考え
られた意見が出ているかを分析し、結果、全く考えられていない切
り口が存在したら、それを指摘することで、全方向からの議論が成
立するため、組合活動にも大きくプラスになる。次号後篇では、事
例を中心に７つの切り口について更に考えていく。

組合を活性化させるための発想法（前篇）
株式会社　ディセンター代表取締役　折 原 　 浩株式会社　ディセンター代表取締役　折 原 　 浩
 組合活性化に有効な、効率的にアイデアを導き出すための「発想法７つの切り口」について前篇、後篇の２回に分けて考えていきます。
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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。

　組合専務理事に就任した際、理事長ほか他の役員理事に対して法令に則った組合運営や財務管理を説明・
指導する立場となりました。このため組合経営全般に関する知識を習得する必要が生じました。中小企業組
合士試験は、試験科目が「組合会計」「組合制度」「組合運営」なので業務全般を学習するのに最適と考え、ま
た合格すれば認定資格も取得できるので受験を決意しました。試験に合格後、登録して組合士となりました。
　組合士となって良かったことは、他業界の組合士の方々と交流できる機会が増えたことです。組合士協会
主催の研修・会合にはできるだけ参加して、異業種の仲間たちと親交を深めおります。集まりでは、各自が所
属する組合の活動内容や業務上の悩み、業界の課題などについて、お互い忌憚のない意見交換が行われま
す。結果、私自身の業務に活かせる情報やヒントを得られることが多く本当に有意義な情報・意見交換の場と
なっております。次の開催案内が届くことを毎回楽しみにしているところです。
　当組合は、ノートブック、封筒、便せんなど文具事務用紙製品を製造するメーカーの全国団体です。現在約
７０社が加盟しております。主要生産品であるノートブックは少子化による学童・学生数の減少のため市場は
縮小傾向にあります。また、封筒もＩＴ化の進行やメール、圧着はがきの浸透により、需要は減少しております。
紙加工品業界は非常に厳しい環境に置かれているところです。組合としては、組合員の経営力強化と相互扶
助精神の高揚の一助となるよう、政府や金融機関の中小企業施策や経済情報を迅速に組合員へ提供するこ
とや、組合員参加型のイベント（関連団体との交流会・営業社員研修会・業種別会合など）を実施して対応を図
っております。なお、昨年は、「ねんきん定期便」の発送手段を封筒からハガキへ変更するという政府の方針に
対して、封筒の継続使用を求める陳情書を組合活動の一環として組合理事長名で厚生労働大臣に提出いた
しました。組合士として培った知識と経験を役立てるべく、来年度は業界の需要増大に繋がるテーマを研究し
て、全国中小企業団体中央会が実施する「中小企業活路開拓調査・実現化事業」へ応募することを予定してお
ります。
　「中小企業組合士」が公的資格となれば登録者に自信と誇りが生まれます。しかし、公的資格へ格上げされ
るには時間がかかります。現状で登録者の皆様に「中小企業組合士」への愛着を一層持っていただくために、
私は以下のことを提案いたします。それは、中小企業組合士証の裏面に「中小企業組合士倫理綱領」を記載
して服務中は証票の携帯を義務付けるのです。証票を常時携帯し、綱領を確認することにより、気持ちは引き
締まり自然と自信と誇りが生まれてくるものと考えます。こうして「中小企業組合士」に愛情を持ち人格的に
優れた方々が組合士界に増えてくれば公的資格への道は、より早く開かれるものとなります。綱領の文案は
「中小企業組合士は、品位を保持し、常に人格の陶冶に励み、法令を遵守するとともに旺盛なる責任感をもっ
て、名誉と信用の高揚に努めなければならない。」です。社会保険労務士の綱領を参考にしました。如何でしょ
うか！
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　私は島根県奥出雲町商工会で経営指導員をしています。まだ経験浅い頃、とある建設業の組合事務長さ
んから「仕事にきっと役立つから試験を受けてみて・・・」と勧められたのが中小企業組合士と出会うきっかけで
す。商工会は中小企業者の方の経営支援を行うことが主要業務であり、今より少しでも経営内容が良くなる
取り組みを経営者の方共々に考えていくことが役割で、当時の私は「何でも取り組んでやれ」という気持ちで
したので、前向きに組合士試験に向かいました。頭のキレの悪い私にはちょっと重たい試験でしたが、組合を
理解するいい機会を得たと思っています。
　私が関わった組合は商店街振興、スタンプや商品券の発行、縫製業の組合でした。組合の中で常時運営に
携わる組合士ではなく、私は外部から組合運営をサポートする立場での関わりです。組合に関する知識が役
に立っていることは言うまでもありません。商工会は個別企業支援がベースですが、共同販売促進事業など
個々の収益向上につながる集団支援も重要なことと認識し、特にスタンプの組合には役員会に出席して積極
的に関わりをもって運営を応援しています。スタンプ組合はその成り立ちが大型店の出店に端を発したもの
で、結束することで１店舗ではできない大きな販促事業を力を合わせがんばってやろうというものです。規模
的にも財政的にも人材的にも限られた地域の小売商業にあっては、商工会が何らかの形で支援を行い、活発
な組合活動が行われ、意欲的な事業の継続が可能な地域商業になるよう、組合役員さんたちと一緒になって
考えることが必要と思っています。スタンプや商品券は未回収の引当金会計があって、会計を幾分わかりにく
くしていますが、平易な説明などを役員会で行い、一緒になって話し合いを行っています。
　地域は高齢化と人口の減少で年々消費力が減退しています。一生懸命取り組む組合の皆さんを私は経営
指導員として組合士として応援します。
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中小企業組合士として

経営指導員として組合士として

★☆★☆ ★☆★☆

　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！！

－平成２３年度資料収集加工事業報告書より－先進組合事例 全国中小企業団体中央会が毎年収集発行している先進組合事例抄録（平成２３年度資
料収集加工事業報告書）に掲載された先進事例のうちから、中小企業組合士の方が活
躍している組合について、その概要をご紹介します。

■能代山本生コンクリート協同組合（秋田県） 収集テーマ：共同受注
資格業種：生コンクリート製造・販売業
組織形態：同業種同志型
組合員数：３人　組合専従者３名　
中小企業組合士：１名全国初「フライアッシュ生コン」の公共工事標準化仕様

　全国で初めて「フライアッシュ（石炭灰）混合生コンクリート」
が公共事業（秋田県）の標準仕様として採用された。今後は、県
発注工事のみならず各種公共工事における需要の拡大を図る。
背景と目的
 当組合は昭和55年に設立され、平成６年には官公需適格組合
証明を取得している。また、平成17年からは完全共同販売事業
を開始している。「フライアッシュ混合生コンクリート」への取り
組みは、昭和60年に受注した能代火力発電所第１号機工事を
きっかけに開発・製造に取り組み、製品化に成功した。平成19年
の「グリーン購入法」施行にともない、受注機会の増大と環境型
社会への貢献を目的に、公共工事発注機関に対し「フライアッ
シュ混合生コンクリート」の使用を要望。平成22年には秋田県の
公共工事の標準仕様となった。
事業の内容
 当組合では、各種事業を円滑に実施するため事業ごとに担当

理事を配置している。特に共同受注事業では、担当理事、事務
局長、担当職員が一体となって取り組んでおり、官公需共同受注
規約によって公平に推進され、共同受注物件に関して検査体制
を確立し、連帯して責任を負うという体制が構築されている。ま
た、組合員企業各社が徹底した品質管理により、高品質な生コ
ンクリートの供給を行うことで、組合及び組合員企業に対する信
頼性の向上を図っている。
成果
 秋田県の「フライアッシュ混合生コンクリート」の標準仕様化に
より、今後の公共工事の受注確保が期待されるほか、コンクリー
ト舗装の普及・促進を図ることで、国や市町村、その他の関連機
関においても利用される可能性は高い。また、標準仕様化に加
え安定した品質の確保と供給により、取引先からの信用力が向
上、民間工事への受注拡大も期待される。

■下関唐戸魚市場仲卸協同組合（山口県） 収集テーマ：地場産業
資格業種：飲食料品卸売業
組織形態：同業種同志型
組合員数：25人　組合専従者１名
中小企業組合士：1名「下関ふく」ブランドで、より安全で安心な商品を提供

　下関市の南風泊市場で水揚げされる「下
関ふく」ブランドの確立を目指し、より安全で
安心な商品を提供し、知名度の拡大とイメ
ージアップを図る。
背景と目的
　下関フグは全国的に知名度は高いが、東

京や大阪などの大消費地では、「南風泊（はえどまり）市場」以外
から仕入れたフグも下関フグとして掲げる店があるため、組合内
から偽装表示に対抗すべきとの声が高まり、平成14年に販売と
ブランド力強化のため委員会を立ち上げた。また、さらに諸問題
を克服し、自信を持って下関フグの「安全・安心」をアピールする
必要性が高まっていた。
事業の内容
　平成15年から「下関ふく」の認定シールを導入。翌年には商
標登録され、南風泊市場で水揚げされ、組合員だけが取り扱う
フグにのみ認められる本物の「下関ふく」ブランドの確立を図っ
た。下関ではフグを幸福につながるということで「ふく」といい習
わしている。

成果
　商標登録により「下関ふく」ブランドが認められた。東京では、
みがきフグ（皮をむき毒を持つ部分を取り除いたもの）でもフグ
調理師免許がなければ扱えなかったが、平成24年春には京都
に続き、一般向けが解禁になるため、これを機に全国に「下関ふ
く」ブランドの浸透を図っていくこととしている。平成23年８月の
築地市場でのブランド説明会は好評を得ており、リーフレットの
作成などで組合の知名度の向上にもつながっている。組合員に
も安全で安心な商品の提供に努めていこうという意欲が高まっ
ている。
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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。

　組合専務理事に就任した際、理事長ほか他の役員理事に対して法令に則った組合運営や財務管理を説明・
指導する立場となりました。このため組合経営全般に関する知識を習得する必要が生じました。中小企業組
合士試験は、試験科目が「組合会計」「組合制度」「組合運営」なので業務全般を学習するのに最適と考え、ま
た合格すれば認定資格も取得できるので受験を決意しました。試験に合格後、登録して組合士となりました。
　組合士となって良かったことは、他業界の組合士の方々と交流できる機会が増えたことです。組合士協会
主催の研修・会合にはできるだけ参加して、異業種の仲間たちと親交を深めおります。集まりでは、各自が所
属する組合の活動内容や業務上の悩み、業界の課題などについて、お互い忌憚のない意見交換が行われま
す。結果、私自身の業務に活かせる情報やヒントを得られることが多く本当に有意義な情報・意見交換の場と
なっております。次の開催案内が届くことを毎回楽しみにしているところです。
　当組合は、ノートブック、封筒、便せんなど文具事務用紙製品を製造するメーカーの全国団体です。現在約
７０社が加盟しております。主要生産品であるノートブックは少子化による学童・学生数の減少のため市場は
縮小傾向にあります。また、封筒もＩＴ化の進行やメール、圧着はがきの浸透により、需要は減少しております。
紙加工品業界は非常に厳しい環境に置かれているところです。組合としては、組合員の経営力強化と相互扶
助精神の高揚の一助となるよう、政府や金融機関の中小企業施策や経済情報を迅速に組合員へ提供するこ
とや、組合員参加型のイベント（関連団体との交流会・営業社員研修会・業種別会合など）を実施して対応を図
っております。なお、昨年は、「ねんきん定期便」の発送手段を封筒からハガキへ変更するという政府の方針に
対して、封筒の継続使用を求める陳情書を組合活動の一環として組合理事長名で厚生労働大臣に提出いた
しました。組合士として培った知識と経験を役立てるべく、来年度は業界の需要増大に繋がるテーマを研究し
て、全国中小企業団体中央会が実施する「中小企業活路開拓調査・実現化事業」へ応募することを予定してお
ります。
　「中小企業組合士」が公的資格となれば登録者に自信と誇りが生まれます。しかし、公的資格へ格上げされ
るには時間がかかります。現状で登録者の皆様に「中小企業組合士」への愛着を一層持っていただくために、
私は以下のことを提案いたします。それは、中小企業組合士証の裏面に「中小企業組合士倫理綱領」を記載
して服務中は証票の携帯を義務付けるのです。証票を常時携帯し、綱領を確認することにより、気持ちは引き
締まり自然と自信と誇りが生まれてくるものと考えます。こうして「中小企業組合士」に愛情を持ち人格的に
優れた方々が組合士界に増えてくれば公的資格への道は、より早く開かれるものとなります。綱領の文案は
「中小企業組合士は、品位を保持し、常に人格の陶冶に励み、法令を遵守するとともに旺盛なる責任感をもっ
て、名誉と信用の高揚に努めなければならない。」です。社会保険労務士の綱領を参考にしました。如何でしょ
うか！
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　私は島根県奥出雲町商工会で経営指導員をしています。まだ経験浅い頃、とある建設業の組合事務長さ
んから「仕事にきっと役立つから試験を受けてみて・・・」と勧められたのが中小企業組合士と出会うきっかけで
す。商工会は中小企業者の方の経営支援を行うことが主要業務であり、今より少しでも経営内容が良くなる
取り組みを経営者の方共々に考えていくことが役割で、当時の私は「何でも取り組んでやれ」という気持ちで
したので、前向きに組合士試験に向かいました。頭のキレの悪い私にはちょっと重たい試験でしたが、組合を
理解するいい機会を得たと思っています。
　私が関わった組合は商店街振興、スタンプや商品券の発行、縫製業の組合でした。組合の中で常時運営に
携わる組合士ではなく、私は外部から組合運営をサポートする立場での関わりです。組合に関する知識が役
に立っていることは言うまでもありません。商工会は個別企業支援がベースですが、共同販売促進事業など
個々の収益向上につながる集団支援も重要なことと認識し、特にスタンプの組合には役員会に出席して積極
的に関わりをもって運営を応援しています。スタンプ組合はその成り立ちが大型店の出店に端を発したもの
で、結束することで１店舗ではできない大きな販促事業を力を合わせがんばってやろうというものです。規模
的にも財政的にも人材的にも限られた地域の小売商業にあっては、商工会が何らかの形で支援を行い、活発
な組合活動が行われ、意欲的な事業の継続が可能な地域商業になるよう、組合役員さんたちと一緒になって
考えることが必要と思っています。スタンプや商品券は未回収の引当金会計があって、会計を幾分わかりにく
くしていますが、平易な説明などを役員会で行い、一緒になって話し合いを行っています。
　地域は高齢化と人口の減少で年々消費力が減退しています。一生懸命取り組む組合の皆さんを私は経営
指導員として組合士として応援します。
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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！！

－平成２３年度資料収集加工事業報告書より－先進組合事例 全国中小企業団体中央会が毎年収集発行している先進組合事例抄録（平成２３年度資
料収集加工事業報告書）に掲載された先進事例のうちから、中小企業組合士の方が活
躍している組合について、その概要をご紹介します。

■能代山本生コンクリート協同組合（秋田県） 収集テーマ：共同受注
資格業種：生コンクリート製造・販売業
組織形態：同業種同志型
組合員数：３人　組合専従者３名　
中小企業組合士：１名全国初「フライアッシュ生コン」の公共工事標準化仕様

　全国で初めて「フライアッシュ（石炭灰）混合生コンクリート」
が公共事業（秋田県）の標準仕様として採用された。今後は、県
発注工事のみならず各種公共工事における需要の拡大を図る。
背景と目的
 当組合は昭和55年に設立され、平成６年には官公需適格組合
証明を取得している。また、平成17年からは完全共同販売事業
を開始している。「フライアッシュ混合生コンクリート」への取り
組みは、昭和60年に受注した能代火力発電所第１号機工事を
きっかけに開発・製造に取り組み、製品化に成功した。平成19年
の「グリーン購入法」施行にともない、受注機会の増大と環境型
社会への貢献を目的に、公共工事発注機関に対し「フライアッ
シュ混合生コンクリート」の使用を要望。平成22年には秋田県の
公共工事の標準仕様となった。
事業の内容
 当組合では、各種事業を円滑に実施するため事業ごとに担当

理事を配置している。特に共同受注事業では、担当理事、事務
局長、担当職員が一体となって取り組んでおり、官公需共同受注
規約によって公平に推進され、共同受注物件に関して検査体制
を確立し、連帯して責任を負うという体制が構築されている。ま
た、組合員企業各社が徹底した品質管理により、高品質な生コ
ンクリートの供給を行うことで、組合及び組合員企業に対する信
頼性の向上を図っている。
成果
 秋田県の「フライアッシュ混合生コンクリート」の標準仕様化に
より、今後の公共工事の受注確保が期待されるほか、コンクリー
ト舗装の普及・促進を図ることで、国や市町村、その他の関連機
関においても利用される可能性は高い。また、標準仕様化に加
え安定した品質の確保と供給により、取引先からの信用力が向
上、民間工事への受注拡大も期待される。

■下関唐戸魚市場仲卸協同組合（山口県） 収集テーマ：地場産業
資格業種：飲食料品卸売業
組織形態：同業種同志型
組合員数：25人　組合専従者１名
中小企業組合士：1名「下関ふく」ブランドで、より安全で安心な商品を提供

　下関市の南風泊市場で水揚げされる「下
関ふく」ブランドの確立を目指し、より安全で
安心な商品を提供し、知名度の拡大とイメ
ージアップを図る。
背景と目的
　下関フグは全国的に知名度は高いが、東

京や大阪などの大消費地では、「南風泊（はえどまり）市場」以外
から仕入れたフグも下関フグとして掲げる店があるため、組合内
から偽装表示に対抗すべきとの声が高まり、平成14年に販売と
ブランド力強化のため委員会を立ち上げた。また、さらに諸問題
を克服し、自信を持って下関フグの「安全・安心」をアピールする
必要性が高まっていた。
事業の内容
　平成15年から「下関ふく」の認定シールを導入。翌年には商
標登録され、南風泊市場で水揚げされ、組合員だけが取り扱う
フグにのみ認められる本物の「下関ふく」ブランドの確立を図っ
た。下関ではフグを幸福につながるということで「ふく」といい習
わしている。

成果
　商標登録により「下関ふく」ブランドが認められた。東京では、
みがきフグ（皮をむき毒を持つ部分を取り除いたもの）でもフグ
調理師免許がなければ扱えなかったが、平成24年春には京都
に続き、一般向けが解禁になるため、これを機に全国に「下関ふ
く」ブランドの浸透を図っていくこととしている。平成23年８月の
築地市場でのブランド説明会は好評を得ており、リーフレットの
作成などで組合の知名度の向上にもつながっている。組合員に
も安全で安心な商品の提供に努めていこうという意欲が高まっ
ている。
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　明けましておめでとうございます。
　全国の中小企業組合士の皆様、また都道府県組合士㈿
会、都道府県中央会の皆様には日頃から当連合会の事業
に格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、平成23年３月11日に発生した東日本大震災は地
震はもとより津波による被害、福島原発事故による電力問
題、放射能汚染による風評被害、観光産業への影響等と
りわけ中小企業に対して深刻な影響を及ぼし、早くも２年
を迎えようとしている今でも大きな傷跡を残しています。
一日も早い復旧、復興を心から願うところです。
　日本経済は、欧州財務危機、債務問題に苦しむ南欧州
諸国経済の落ち込みや、雇用、所得環境が依然厳しい米
国、関係の冷え込みによる対中輸出・訪日客の減少などの
要因で先行き不安定な年になることが予想されます。
　「中小企業憲章」によると中小企業は日本経済を牽引す
る力であり社会の主役であると高く位置づけています。こ
のような中にあって、組織化された中小企業組合の存在
価値をいまこそ発揮する時代です。中小企業等協同組合

法第一条には「相互扶助の精神に基き協同して事業を行
うために必要な組織…」とあります。しかし、最近の資料に
よれば全国的にみても組合数・所属員数ともに減少傾向
にあるところです。そこで中小企業組合を活性化するには
「１組合１組合士」の実現を図らなければなりません。
　本年は組合士制度創設40年、組合士協会連合会
創立30年の年です。
　当連合会としては、「１組合１組合士」を目標に中小組
合士の資質向上を図るため全国中小企業団体中央会が
主催する「中小企業組合士スキルアップ研修」に全面的に
協力するとともに、中小企業組合の充実発展のために連
合会の組織強化、各都道府県組合士㈿会との連携強化を
図り魅力ある中小企業組合士制度の確立のため努力する
所存であります。
　全国の中小組合士の皆様、また関係各位の皆様におか
れましても、旧年に引き続き本年もよろしくご支援ご指導
いただきますようお願い申し上げます。

平成25年　元旦
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編集後記
　明けましておめでとうございます。お正月の初詣にはみなさまはなにをご祈願されますか。
　毎年１２月第１週の日曜日は中小企業組合検定試験の試験日です。平成２４年度は４００人を超える申し込みがあり、昨年１２月２
日に２１都市２２会場で試験が行われました。発表まで２ヶ月、受験された方は合格祈願をされたでしょうか。たくさんの方が合格さ
れ、組合士の仲間が増えることを願っています。（愛）　
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全国中小企業組合士協会連合会

会長　 齊藤  　行 正

年頭所感


