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組合のあしたを拓く組合士 めざせ！ １組合１組合士

全国組合士だより 第２０号

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

平成２５年度通常総会開催される
全国中小企業組合士協会連合会の平成２５年度通常総会が、６月１４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２５年度事業計画で、「組合士行動指針」を決定

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、中小企業庁経営支援

部経営支援課企画官倉科豊明殿、株式会社商工組合中央金庫組織金融部長

梅田晃士郎殿、全国中小企業団体中央会事務局長加藤篤志殿、東京都中小

企業団体中央会調査役伊東忠雄氏殿が紹介され、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２４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１２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。

続いて木次理事より第２号議案「平成２５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

２５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、組合士制度創設４０周年、本連合会創立３０周年

記念式典の実施及び、活路実現化行動委員会及び役員会で検討されてきた内容を踏まえ、組合士が目指すべき目標として

「組合士行動指針」の策定、ブロックで開催される研修会等へのテーマの選定にあたって参考としていただく６項目の提案

等について説明がなされ、議長が議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

第４号議案として任期満了による役員改選が行われた。新役員は表の通り。なお、東日本大震災の早期復興と本会創立３

０周年を記念して、福島で震災を免れた漁網を使用して作成

された携帯ストラップが出席者に配布された。
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(新役員)

会 長 齊藤 行正（静岡県）理 事 倉本 繁八（愛知県）

副会長 松﨑 辰夫（東京都）理 事 永井 修治（京都府）

副会長 角 満（大阪府）理 事 藤本十七三（岡山県）

理 事 鈴木 英弘（北海道）理 事 後藤 豊（大分県）

理 事 松下 隆（宮城県）監 事 伊藤 順康（東京都）

理 事 堀川 深雪（秋田県）監 事 川島 豊（埼玉県）

理 事 黒川 政春（東京都） （以上）１３名）
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中小企業組合士制度創設４０周年

全国中小企業組合士協会連合会創立３０周年 記念式典開催される

総会終了後、午後からは「記念フォーラム」「記念式典」が開催され、式典では、守本憲弘中小企業庁経営支援部長、菊

池慶幸商工中金取締役常務執行役員、大村功作東京都中小企業団体中央会会長をはじめとした関係各機関・団体からの来賓

を迎えて記念式典が開かれました。

式典では、中小企業組合士として長年にわたって組合運営等の活動に携わり、その功績を認められた組合士の方々への

表彰式が行われ、中小企業庁長官表彰（６名、総代は中村隆氏・山口県）、全国中小企業団体中央会会長表彰（６９名、総

代は髙井史郎氏・兵庫県）、同会長奨励賞（２０名、総代は武井英一氏・千葉県）、全国中小企業組合士協会連合会会長表彰

のうち協会運営功労者（１４名、総代は永薗愉美子氏・東京都）、同優良組合士（２３名、総代は中村紀世子氏・静岡県）

に賞状と記念品が贈呈されました。また、連合会からの感謝状が１２名に贈呈されました。

最後に、岡山県中小企業組合士会会長で、長官表彰を受彰された藤本十七三氏より、受賞者を代表して「謝辞」が述べら

れました。（以下名簿は順不同・敬称略）

■中小企業庁長官表彰

組合士認定後２５年を経過しており、全国的立場から組合士制度の

普及と組合士の資質向上に尽力し、功績顕著である方に対して中小企

業庁長官表彰が守本経営支援部長より贈られました。

鶴田 郁男 （東京都）

安田 恵一 （大阪府）

藤本十七三 （岡山県）

中村 隆 （山口県）

永松 弘基 （大分県）

長崎 操 （鹿児島）

以上６名

▲総代 中村 隆氏

■受彰に当たって 中小企業庁長官表彰を受彰された山口県の中小企業組合士会前会長中村隆さんは、新南陽鉄工団地協同
組合事務局長として４０年余りにわたって奉職され、組合士会会長職を最後に退職されています。
「昭和４８年の入職以来、ずっと組合と共に走ってまいりましたが、これは組合士制度の歴史にも重なるのだと、受賞を機
に感慨を新たにしております」と述べられました。「オイルショックや不動産バブル、その後の不況と、本当にいろいろあ
りましたが、これまで『組合員のみなさんのための組合』を常に念頭に置いて走り続けてまいりました。組織運営の実務か
ら助成金の申請まで組合士として本当に多くのことを学ばせていただき、中央会はじめ多くの方々に感謝しております」と
受賞の喜びを語られました。

■全国中小企業団体中央会会長表彰

組合士認定後７年を経過しており、組合士制度の普及及び中小企業組合
の振興に功績顕著である方に全国中央会会長表彰が贈られました。

【受彰者名簿】

鎌田 嘉範（北海道) 木暮 和子（群馬県) 中村 光雄（東京都)

山岡 芳夫（北海道) 井上 吉造（埼玉県) 林 優太郎（東京都)

村田 京華（北海道) 中村 仁三（埼玉県) 中村 照夫（東京都)

片桐 崇意（北海道) 町田多可雄（埼玉県) 穂積理恵子（東京都)

平川 賢悦（青森県) 長橋 敏男（千葉県) 小澤 一夫（東京都)

荒木 健彦（岩手県) 石川 雅浩（千葉県) 佐藤 成宏（東京都)

熊本 文義（岩手県) 吉田 信也（東京都) 矢作 孝子（東京都) ▲総代 髙井 史郎 氏

堀川 深雪（秋田県) 綿井 哲夫（東京都） 吉田富司幸（新潟県) 磯部 唯男（静岡県) 小沢 章博（岐阜県）

豆腐谷栄二（福島県) 籠尾 宏（東京都) 丸山喜美雄（長野県) 中嶋智恵子（静岡県) 坪川 政明（福井県)

山本登代子（福島県) 原 元一（東京都） 柿崎 孝子（長野県) 近藤 修一（愛知県) 辻 義雄（京都府）

髙山 一彦（栃木県) 田中 健士（東京都) 宮下 和巳（山梨県) 齋藤 實雄（愛知県) 大森 俊次（京都府）

大島 茂（栃木県) 中嶋 姉子（東京都) 佐々木勝男（静岡県) 藤岡 正迪（岐阜県) 角 満（大阪府）
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水谷 正（大阪府） 間谷 康人（兵庫県） 原田 芳人（山口県） 野中 清春（佐賀県 上田 八朗（宮崎県)

前田 芳信（大阪府） 渡辺 英世（鳥取県） 安川 廣充（福岡県） 梅木 川吉（熊本県） 村永 義孝（宮崎県)

中嶋 廣美（大阪府） 角森 清巳（島根県） 吉廣 英二（福岡県) 伊藤 良文（大分県） 久木留 寛(鹿児島県)

髙井 史郎（兵庫県） 谷岡 賢司（山口県） 橋本 孝司（福岡県) 河野 昭三（大分県）

宗實 久義（兵庫県） 光藤 勉（山口県） 副島 邦彦（佐賀県) 髙瀬 浩佳（大分県） 以上６９名

■受彰に当たって 中央会会長表彰を受彰された兵庫県中小企業組合士協会会長の髙井史郎さんも昭和５０年に組合士に認

定された大ベテランですが、「受彰を機にこれからもがんばらなくてはならないと思いました」と新たな決意を述べられま

した。髙井さんは電気、水道関連工事の高井工業株式会社の前代表取締役として関連事業の組合の事務に奔走してきました。

「私が組合士になった当初は、『数は力なり』の理念で組合員が協力しあったものでしたが、現在はそれが弱まっています。

しかし、中小企業だけでなく社会を取り巻く環境は厳しく、こういう時こそ組合士の存在が重要な時代だと考えます」と語

られました。

■全国中小企業団体中央会長奨励賞

本年度新たに創設された奨励賞は、組合で働く若手の男性と女性に光をあて、今後の活躍を励ますものです。これを機に

全国中央会または連合会が実施する表彰式で、全国中央会会長から贈られることとなりました。

【受賞者名簿】

深澤 晴郎（北海道） 山田 明(神奈川県) 平田美登利（広島県）

千葉 文子（岩手県） 並木 純子（新潟県） 恒松 恵子（山口県）

相澤 周平（宮城県） 今田 周作（静岡県） 小島 佐世（高知県）

柿沼 正美（群馬県） 馬場志保子（京都府） 長野 司（福岡県）

岡田 良江（埼玉県） 松元 清美（大阪府） 川﨑みつえ（熊本県）

武井 英一（千葉県） 木村 晴美（鳥取県） 今村あけみ（宮崎県）

佐々木順平（東京都） 駒川きよみ（島根県） 以上２０名

■受彰に当たって 奨励賞を受賞された千葉県自動車整備商工組合総務
課長の武井英一さんは、「私たちの組合では組合士試験の受験を積極的に
進めているので、表彰をいただいて本当に嬉しく思います」と受賞の喜び ▲総代 武井 英一氏
を語りました。「当組合では、現在４０代から６０代まで６名の組合士が在籍しております。組織運営の実務から関連法令
など基礎的なことが身につきますし、組合法の改正などにもすぐに対応できますから、ぜひ若い人に受けてほしいと思いま
す。業界自体が不況の影響で厳しいのですが、組合員さんのためにも私たち組合士ががんばらなくてはなりません」と決意
を述べられました。

■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）

都道府県中小企業組合士協会の役員として組合士制度の普及、振興の

ための指導において功績のあった方に対して全国中小企業組合士協会連

合会会長から会長表彰（協会運営功労者）が贈られました。

【受彰者名簿】

福田 政弘（北海道） 佐藤きぬ子（秋田県） 佐野 通則（東京都）

佐藤 正明（宮城県） 近藤 定雄（埼玉県） 平松 照久（大阪府）

大山 房夫（秋田県） 田中 保英（千葉県） 藤井 和紀（鳥取県）

小林 努（秋田県） 棤木 國光（東京都） 三浦 宏一（福岡県）

伊藤 春美（秋田県） 永薗愉美子（東京都） 以上１４名

▲総代 永薗愉美子氏

■受彰に当たって 功労者表彰を受けた都市近代化事業協同組合専務理事の永薗愉美子さんは「入職当初から中央会をはじ
めとして周囲の皆さんに助けていただき、ここまで来ることができました」と話されます。都市近代化事業協同組合は、異
業種の組合員で構成され、組合の方針として組合員企業の経費削減となるガソリンカードや ETC 関連、損保 代行など事
業に取り組んでいます。「試験は難しいですが、組合士になれば自分の組合の運営のことだけではなく、全体的なこともわ
かってきます。中央会の『組合教室』には遅刻しながらも通うことができて多くのことを学び、受験という同じ目標を持つ
仲間も増えました。これからももっと勉強したいですね」と抱負を述べられました。
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■優全国中小企業組合士協会連合会会長表彰（優良組合士)

組合組合士制度の普及、振興に功績のあった組合士に全国中小企業組合

士協会連合会会長から会長表彰（優良組合士）が贈られました。

【受彰者名簿】

小谷 秀俊（北海道） 大久保芳一（東京都) 中村紀世子（静岡県）

佐々木弘美（宮城県） 小倉 治雄（東京都) 内田 進（大阪府）

芳賀みつ子（宮城県） 早水 利行（東京都) 勝谷義久仁（大阪府）

塚越 正司（埼玉県） 野口 雅春（東京都) 松本 守生（大阪府）

鈴木 勇（千葉県） 木本よしえ（東京都) 村田 弥生（島根県）

笹島 信也（千葉県） 国島さなえ（東京都) 松尾 博士（福岡県）

石川真由美（千葉県） 徳武紀一郎（東京都) 上岡 幸子(鹿児島県)

上林 弘和（東京都） 渡辺 篤（東京都) 以上２３名 ▲ 総代 中村紀世子氏

■受彰に当たって 優良組合士表彰を受けた静岡県大井川地区自動車運送事業協同組合事務局長の中村紀世子さんも、「今回
の受賞は皆さんのおかげです」と話されます。同組合は多様な運送形態の業者の組合であり、事務も煩雑だが、上部団体で
ある連合会と連携して情報交換などを続けてきた。「仕事は一人ではできません。周囲の皆さんに助けていただいてこそ成
り立つものです。協同組合の相互扶助の理念のとおり、いろいろな人の手によって組織運営が成り立っていることを常に考
えております。一人でも多くの方が組合士の資格を取れるよう、私も応援したいです。私自身、組合士の試験は難しそうで
躊躇していましたが、組合で働いている以上はがんばろうと思って受験しました。組合に関する実務や関連法令を学ぶこと
ができて本当に良かったと思います。今後も中央会などの研修会に積極的に参加し、がんばりたいと思います。また、人材
育成にも力を入れたいと考えています」と笑顔で語られました。

■感謝状

複数の組合士のいる組合の代表者等、連合会役員等で組合士制度の普及・振興に寄与した方に全国中小企業組合士協会連

合会会長から感謝状が贈られました。

協同組合日専連旭川理事長 鎌田 嘉範（北海道）

協業組合仙台清掃公社理事長 渡邉 浩一（宮城県）

大曲仙北電気工事協同組合理事長 吉田 利雄（秋田県）

協同組合坂戸計算センター専務理事 島田 康夫（埼玉県）

千葉鉄工業団地協同組合専務理事 長沢 啓司（千葉県）

東京洋紙協同組合理事長 塩澤 好久（東京都）

共栄企業組合専務理事 二正寺敏夫（京都府）

大阪リサイクル事業協同組合代表理事 河本 周規（大阪府）

山口県土木用積ブロック協同組合理事長 織田 征夫（山口県）

協業組合大分管工事センター代表理事 國實 重勝（大分県）

北海道中小企業組合士会会長 田中 猛（連合会）

埼玉県中小企業組合士協会理事 町田多可雄（連合会） ▲総代 町田多可雄 氏

以上１２名

各彰の表彰が終了した後、岡山県中小企業組合士会会長で、長官

表彰を受彰された藤本十七三氏より、受賞者を代表して「中小企

業組合士の絆を新たにし、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ます」との「謝辞」が述べられ

ました。

式典終了後、ご来賓・受賞者・一般参加者等１２８名が参加し

て盛大に祝賀会が開催されました。

６月１日には、第３９回中小企業組合士として１２９名が新た

に認定されました。新人の組合士の皆さんが壇上で顕彰される日

も近いことと思われます。

▲

左から 鶴田全国中央会会長、守本経営支援部長、

齊藤会長、謝辞 藤本十七三氏
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記念フォーラム
－平成２５年度中小企業組合士全国交流研修会－

■記念講演：中小企業連携組織と組合士の役割

明治大学名誉教授 百 瀬 恵 夫 氏

表彰式に先立ち開催された記念フォーラムでは、明治大学名誉教授の百瀬恵夫先生から

「中小企業連携組織と組合士の役割」と題してご講演をいただきました。

概要は「最近は、連携組織という言葉がよく使われるが、「連携」とは事業と事業を連携

させるときに使う言葉であって、「組合」は人と人のつながりであり、人的・精神的要素が

強い。相互扶助とは人的なものであり、組合に利用分量配当があるのは、公平・平等の人

間性を物語るものである。

組合は、震災からの復興にもっと活用されるべきであり、また、組合士は自ら研鑽を積

み、組合士が組合の運営を決めるくらいの気概を持って行動して欲しい。組合士（協）会

の名称が統一されていないがしようと思えばできる。できることはすぐやる。また、組合役員に組合とはどういうものかを

講習会を開催するなどして、説得することができるだけの力を持って欲しい。」

組織を取り巻く現状とともに職員の受験の対応から研修制度の課題などが網羅され、中小企業研究の第一人者としての

観点からの厳しい指摘も含めて示唆に富んだ、また組合士への期待が込めらた内容で、参加者は熱心に聞き入っていました。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【解いてみませんか？（組合検定試験問題から－組合制度－）】

過去に出題された中小企業組合検定試験問題です。今回は組合制度の問題で、中小企業基本法からの出題です。

【設 問】

次の記述は、中小企業基本法からの抜粋である。 の中に該当する語句を下記の語群の中から選びなさい。
〔中小企業者の範囲及び用語の定義〕

第２条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、
これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が Ａ 以下の会社並びに常時使用する従業員の数が

Ｂ 以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から四号までに掲げる業種を除
く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が Ｃ 以下の会社並びに常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人であ
って、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が Ｄ 以下の会社及び個
人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が Ｅ 以下の会社並びに常時使用する従業員の数が Ｆ 以下の会社及び個人で
あって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
２ この法律において「経営の革新」とは、 Ｇ の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販
売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、
その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
３ この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい Ｈ を
有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。
４ この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をい
う。
５ この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が Ｉ （商業又はサービス業に属す
る事業を主たる事業として営む者については、 Ｊ ）以下の事業者をいう。

〔語 群〕
①５億円 ②３億円 ③２億円 ④１億円 ⑤５，０００万円 ⑥３，０００万円 ⑦５００人 ⑧３００人
⑨２００人 ⑩１００人 ⑪５０人 ⑫３０人 ⑬２０人 ⑭１０人 ⑮５人 ⑯３人 ⑰新商品 ⑱新技術
⑲新規性 ⑳市場性

（解答は６ページ）
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組合を活性化させるための発想法（後篇）

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、効率的にアイディアを導き出すための「発想法７つの切り口」につい

て１９号の前篇に引き続き後篇を掲載します。

前編でも書いた通り、私たちは、何か物事を変える発想を得たいとき、「結合」「転用」「変化」「発展」「拡大」「縮小」

「逆転」の７つの切り口を使うことで新たな発想を得ることができる。後篇の今回は、事例を基に更に考察を深めていく。

例えば、事務機器を販売する組合が複合プリンターに関するアイディアを得ようとするときに、発想法 7 つの切り口を
使ってみると、次のような発想が生まれる。

①結合；「複合プリンター販売、設置だけでなく、パソコンからデスク、いや、事務所全体をセットで請け負ったらどう

か」

②転用；「リース切れの複合プリンターを転用して、ＳＯＨＯ用の廉価版ラインナップを作ったらどうか」

③変化；「複合プリンター自体のカラーバリエーションをつくり、お客様のコーポレートカラーに合わせたらどうか」

④発展；「複合プリンターをもっと効率良く使いこなせるようなソフトと通信システムを開発したらどうか」

⑤拡大；「もっと大きな用紙が印刷できるような複合プリンターを取りそろえることができないか」

⑥縮小；「複合プリンターを小さくしたり薄くしたりして壁に埋め込むことはできないか」

⑦逆転；「複合プリンターを売ることは止めてペーパーレスシステムを提案したらどうか」

もちろん、この中には検討する値もないようなアイディアもあるかもしれないが、思考の切り口を固定することで、普段

の会議ではなかなか出ない思い切ったアイディアをバランス良く効率的に抽出、検討することができる。しかも、発想は、

一度場に出ると次々と他の発想を誘引する効果があるので、更に新たな発想が得られる可能性も高い。例えば、縮小の発想

から出た「壁に埋め込む」というのはさすがに非現実的かもしれないが、「超小型化することで、各々の机の上に一人一台

複合プリンターを設置できるのではないか」と発想を進めていけるかもしれない。

更に、発想を誘引するポイントにあたりを持つと更に発想の誘引率が上がる。組合やビジネスモデル、企業を見ていくと

きは、企業の３大要素である「ヒト」「モノ」「カネ」に加え、「情報」「ネットワーク」「時間」「無形資産」の７つのポイン

ト。また、商品・サービス自体であれば、「機能」「品質」「デザイン」「付帯サービス」「パッケージ」「条件」「ブランド」

の 7 つのポイントだ。例えば、先ほどの複合プリンターの事例で言うと、「複合プリンターの機能を更に結合してみたら
…」「品質面で（他の商品と）結合できないか…」「デザインを統一（結合）できないか…」「付帯サービス（メンテナンス、

お客様窓口など）を結合できないか…」「パッケージを何かと共有（結合）することはできないか…」等を考えていく。こ

のようにマトリクス的に考えていくことで、7 つのポイント× 7 つの切り口で 49 通り考えることが可能だ。もちろん、全
ての項目でアイディアが出るわけではないが、漠然と考えるよりは、アイディアが出る確率は、格段に上がるだろう。これ

を組合の会議など組織で行うことで、ノウハウ・知識・アイディアの共有ができるだけでなく、様々な方向から検討するこ

ともできる。また、アイディアは取り合いをするものではなく、互いに発展させたり、強化させたりしていくことができる

ものなので、発想法を駆使した会議は組合活動の大きなメリットとなる。

このように発想が次々と飛び出す会議を運営できれば、組合自体も活性化してくる。皆さんの組合でも、是非、発想法を

活かし、前向きでクリエイティブな活気ある組合運営をしてはどうだろうか。

★平成２６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２１年６月１日に認定更新された第１回、第４回、第７回、第１０回、第１３回、第１６回、

第１９回、第２２回、第２５回、第３０回、第３５回 新規認定者

■申請関係書類：平成２６年２月下旬ごろ送付予定
■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、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

【解答】Ａ② Ｂ⑧ Ｃ④ Ｄ⑩ Ｅ⑤ Ｆ⑪ Ｇ⑰ Ｈ⑲ Ｉ⑬ Ｊ⑮
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わが協会の活動 ―長崎県―

長崎県中小企業組合士協会

★☆★中小企業組合士スキルアップ

研修のお知らせ！！☆★☆★☆★☆★

平成２５年度の組合士スキルアップ研修は下記会場で開

催されることが決定しました。組合士の方には全国中央会

より直接案内が送付されます。ふるってご参加ください。

（平成 25年）
■ 名古屋 10月 22日(火) ■ 岡山 11月５日(火)
■ 札 幌 11月 25日(木) ■ 仙台 12月 5日(木)
（平成 26年）
■ 東京 1月 10日（金）
■ 福岡 1月 24日（金） ■ 大阪 2月 13日(木)

《中小企業組合士行動指針》

組合士は、相互扶助の精神に基づく中小企業

組合の運営のエキスパートとして誇りを持ち、

組合とその構成員である中小企業の健全な発展

に尽くすため、倫理と法令を順守し以下のこと

に取り組みます。

・高い能力と志を持って行動しよう

・豊かな人間性を持って行動しよう

・職務に必要な知識を積極的に養おう

・新時代に対応した中小企業組合を構築しよう

・社会の発展に貢献しよう
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編集後記
組合士制度は創設４０年を迎えました。４０年といえば生まれたばかりの赤ちゃんが、働き盛りのビジネスマン、ビジ

ネスウーマンになっている頃です。果たして組合士制度は「働き盛り」になったでしょうか。記念フォーラムでは明治大
学名誉教授の百瀬先生から、「組合士自らがその実力を見せなければならない」と厳しいお話をいただきました。組合士
の評価は組合士自らが作り出していくもの、そのためには一人ひとりが積極的に行動しなければならない、私にできるこ
とはなにかと思うのです。（愛）


