
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

23第 号

　新年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、都道府県組合士（協）会、都道府県中央会、全国中央
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御礼申し上げ
ます。
　さて、我が国の経済は、消費税引き上げに伴う駆け込み需要の反動があるものの、基調
的には緩やかに回復しつつある状況であります。
　しかし、円安等により輸入品である燃料や原材料等の価格上昇が長引き、仕入れ価格
の上昇、人件費の高騰により利益向上につながらない経営環境であります。
　このような状況の中で、私は企業間の連携支援が重要だと考えています。昨年10月に
行われた第66回中小企業団体全国大会では「団結は力　見せよう組合の底力！～組合で進めよう！中小企業の
持続的発展～」をスローガンとしていました。中小企業と中小企業組合のさらなる発展のため、中小企業組合運営
のエキスパートである中小企業組合士が活躍し、中小企業組合士制度の充実・発展を図ることで、組合士数の増
加につなげられるような年にしたいと思います。
　全国中央会発刊の平成26年度版中小企業組合白書にも、中小企業組合士の重要性、必要性が記載されていま
す。当連合会といたしましては、組合士の資質向上のため、本年も引き続き全国中央会が主催する『中小企業組合
士スキルアップ研修会』に全面的に協力をいたします。また、魅力ある組合士制度のため、当連合会が制定いたし
ました『中小企業組合士行動指針』のもと、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（協）会との連携を図り、組合士制度の確立のため努力する所存であります。
　全国の中小企業組合士の皆様、また、関係各位におかれましては、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。
　皆様にとって本年も良い一年になりますよう祈念しまして、新年の挨拶といたします。
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新年を迎えるにあたって

平成27年元旦
全国中小企業組合士協会連合会

会 長 　 齊 藤 　 行 正
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全国組合士だより

連合会役員年頭所感
新年を迎えるにあたり、当連合会役員の皆様からも抱負を語っていただきました。

副会長　角　　　満（大阪府）
　全国の組合の現状は組合員のニー
ズの多様化、組合員の減少、事業の不
振、財政基盤の弱体化、事務局の高齢
化等問題が山積しています。
　一方全国３０００名余の組合士のう
ち組合内組合士は約１／３で、残りは
ＯＢ組合士、資格者、中央会、商工中金、

企業関係者など組合外組合士となっています。この構成は今
後も変わらないでしょう。
　組合士の役割は組合事務局の資質の向上です。しかし、より
重要なことは組合を通じ、組合員企業の経営資源を保管し、経
営を支援することではないでしょうか。
　そのためには組合士が結集し、組合活性化のための企画、提
案ができる能力と体制を作る必要があると考えます。
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理　事　堀川　深雪（秋田県）
　新年明けましておめでとうございます。
　皆様は何のために「組合士」資格を取
得したのでしょうか。経緯は人それぞれ
でしょうが、得た知識はあなた自身のも
のであり「組合士」であることを誇りに
思って下さい。　
　さて、組合士制度創設から４０周年、
全国組合士協会連合会設立から３０周

年を迎えましたが、未だ組合士不在の組合が多いことも事実です。
　そこで、全国組合士協会連合会では中小企業組合における「組
合士」の存在を幅広く周知し知名度を上げつつ、組合士の活躍の
場を広げるための取組を検討しています。また、自身の資質向上
に繋げるため全国中央会主催セミナーへの協力や、各ブロック・県
組合士（協）会と連携を密にしながら、研修や情報発信、会員相互
の交流等の事業を行っております。本年も、組合士の皆様方とと
もに交流を図りながら各種事業に取り組んで参ります。

理　事　松下　　隆（宮城県）
　雄大な景色に自然を感じ、心を澄ま
せるゴルフを知人に勧められてから
約２５年間、下手の横好きが続いてお
ります。
　山あり、谷あり、池ありの障害を乗り
越えグリーン上のピンを目指し、一球
を追い続けます。
　これは、人それぞれの人生と同じで

はないでしょうか。ゴルフには、目の前に障害物が見えており対
策もできますが、人の道の未来は、明日さえどうなるかわかり
ません。しかし、見えないからこそ過去の経験、努力等により先
を予見し対策を講じ、実行していく繰り返しこそが未来に向か
っての前進だと思います。
　私たち組合士が今できることは、責任を転嫁することなく、
組合士一人一人が夢を持ち、「自分は組合士である」という自
信と誇りを持って職場や地元の方々に周知し、存在価値を高め
ていくことが必要ではないでしょうか。

理　事　黒川　政春（東京都）
　平成２７年の新春を迎えるにあたり、
心よりお慶び申し上げます。
　東京都中小企業組合士協会は、３年
程前から女性に活躍して戴くべく、役
員への登用を進めていますが、未だ盛
り上がりに欠けています。平成２７年
は、女性の活力に期待し、女性から見
た組合士の在り方等の意見を積極的

に取り上げ、組合士協会の運営に活かしていきたいと思います。

副会長　松﨑　辰夫（東京都）
　新年にあたり一言申し述べさせて
戴きます。
　全国で組合士が３千余名となって
おりますが、中小企業庁へ組合士制度
要綱の改正を求めるには、組合士を５
千名～１万名と増員して、「数は力な
り」の言葉通りにしていかなければ、私

共の要望を実現することは、なかなか困難であります。そのた
めには、組合士一人一人が、組合士受験者の掘り起こしに努力
して、一日も早く達成できるようにしたいものです。勿論中央
会のお力添えもお願いする次第です。

理　事　鈴木　英弘（北海道）
新年明けましておめでとうございます。

　今年の抱負を一言で申し上げると、
「現代世代の組合士の仲間を増やす
こと」。
　組合士会での推進活動には、限界
があります。各地区の中央会に力をお
借りしながら、一人でも多くの組合で

働く皆様に組合士を目指していただきたいと思います。
　併せて、連合会として組合士が魅力あるものとなるよう微力
ながら頑張ります。
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理　事　倉本　繁八（愛知県）
　平成２６年は、齊藤会長を中心に当
連合会のスローガン“１組合１組合士”
を目標に活動して参りました。
　１０月に九州中小企業組合士協会
連合会の通常総会に出席いたしまし
た際、開会宣言の前に出席者全員で
『中小企業組合士行動指針』を唱和し

ました。組合士の方々が一致団結して行動をともにすることで
絆が深まるのを実感いたしました。平成２７年は「中小企業組
合士会のますますの発展」、「未設置都道府県における中小企
業組合士協会の設置」、「中小企業組合士試験の受験者の増
加」という３つの目標に向かって邁進する所存です。
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理　事　後藤　　豊（大分県）
　本年は、未年と言うことでございま
すが、古来より未年は波乱含みの年に
なる事が多いと聞いています。
　我々、中小企業を取り巻く経営環境
も昨年以上に厳しい状況が予想され
ます。
　こういう厳しい経済情勢の中で有

れば有るほど「中小企業組合士」としての存在が評価されるバ
ックアップ体制の構築が急務であります。
　全国連合会としても『組合士の資格を取って良かった』、『組
合士協会のメンバーで良かった』と言ってもらえるような政策
を模索して参りますので、本年も何卒宜しくお願い申し上げま
す。

監　事　伊藤　順康（東京都）
　平成２７年の年頭に当たり、改まっ
てここに組合事務局職員として４０年、
組合士としての３５年を顧みますと、
今日まで幸せにも現役の端くれとして、
組合員の方々からの信頼をもとに職
員としての日々を送らせて頂けている
のも、偏に組合士としての自覚と責任

そのものが、それに応える努力を可能とすることが出来たもの
と信じています。
　また一方その間、多くの方々から頂いた貴重なご指導、ご支
援がいかに大きな要因であったことは申すまでもありません。
これからも頂戴するであろう、数々のご指導、ご意見等はすべ
て大切な宝物として残された組合士人生を歩んで参る所存で
おります。

監　事　川島　　豊（埼玉県）
　新年明けましておめでとうございま
す。さて、我が国経済は、消費税増税
に加え、エネルギー・原材料価格の高
騰や人手不足等により、依然として、
中小企業者にとりましては景気回復
の実感ができない厳しい状況が続い
ています。

　このような経済環境の下、本会といたしましては、「全国中小
企業組合士協会連合会」との連携強化を図りながら、各都道府
県組合士（協）会との連携をも密にし、減少傾向である組合士
の増強策を講じていくとともに、組合士の今後のあり方等につ
いて協議・検討していき、組合士制度の発展並びに組合士の地
位の向上に結びつけていきたいと考えております。全国の組
合士（協）会の皆様、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

理　事　永井　修治（京都府）
　私は、伝統ある中小企業の街、京都
で、長年、地域に根ざして頑張っておら
れる中小企業組合員の発展を願い、
協同組合の活性化・前進に取り組んで
きました。
　私たち、協同組合運営の要である
組合士は、一人ひとりの組合員を大切

にする人間尊重と、相互扶助の精神を学んで、自ら組合士であ
る能力を高め、組合員企業と、協同組合の発展に貢献する仕事
に、働きがいと生きがいを感じて誇りに思っています。
　今年こそ、地域格差のない、住み続けたい地域を豊かにする
ため、原点に立ち返って、協同組合精神である共同意識を高め、
大切にし、組合員の「共同の力」を発揮して、歴史、豊かな地域
の中小企業と協同組合の継承・発展に、元気で頑張って行ける
よう、多くの組合士さん、若い担い手さんと一緒に力を合わせ
て、頑張っていきたいと思います。

理　事　藤本　十七三（岡山県）
　新年おめでとうございます。
　中国ブロックでは、各県、一期二年
の持ち回りですので、全国連合会の一
年生理事です。全国連合会に出席さ
せていただき、改めて、つぶさに、組合
士及び組合士会の現状についての現
実を見聞し、今更ながら、その厳しさ

を知らされた次第です。協同組合における、組合士の業務と責
任には、多大なものがあり、そのことが組合理事長、執行部の
方に理解されていないのが、悲しいかな現実です。
　本年は、出来るだけ多くの組合執行部の方々にお会いし、一
人でも多くの方の組合士受験をお勧めしたいのと、その待遇
の改善をお願いすることを目標に頑張って、次の全国連合会理
事にバトンタッチしたいと思います。
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　全国中央会が主催する平成２６年度中小企業組合士スキルアップ研修が１０月１６日㈭の東京会場を皮切りに、
これまでに全国６カ所でそれぞれ開催されました。研修の簡単な内容をご紹介します。
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　全国中央会が主催する平成２６年度中小企業組合士スキルアップ研修が１０月１６日㈭の東京会場を皮切りに、
これまでに全国６カ所でそれぞれ開催されました。研修の簡単な内容をご紹介します。

平成26年度スキルアップ研修が開催されています平成26年度スキルアップ研修が開催されています

●いま、中小企業が協同組合に求める組合事業とは
（講師：中小企業診断士　豊田　信氏／中小企業診断士　橋本　大輔氏）
　今後組合運営をするに当たって必要なことを組
合加入によるメリットから考え、また、組合運営に携
わるヒトの視点から分析し、より良い組合運営に向
けて知識を養う講義が行われました。東京・名古屋・
札幌会場は豊田氏に、岡山・仙台・大阪会場は橋本氏
に担当していただきました。

●組合運営、こんなときどうしますか？
（講師：中小企業診断士　清水　透氏）
　組合運営における様々な困難に対する処置方法
や、過去の裁判事例についての紹介がなされました。
また、受講者の方から実際に組合運営における成功
と失敗の経験を発表していただき、講師と受講者の
対話形式の講義となり情報共有も行うことができま
した。

（講師：当連合会連合会役員／ファシリテーター：前掲　清水　透氏）
　各会場において当連合会役員が組合士制度・協会の概要や課題、今後の目標について発言した後、ファシリ
テーターを清水講師にお願いし、当連合会役員と受講者との意見交換の時間があり、受講者の方から組合士制
度・協会についての意見を多数いただきました。
　今回はいただいた意見の一部をご紹介します。

〈資格取得後の変化について〉
○組合士を取得後は、同じ組合士の仲間ができコミュニケーションも図れ、仕事の役に立った。
○法令を守らない組合に在籍していたために自分が組合法について勉強するしかないと思い、どうせ勉強する
　なら資格を取ろうと思った。その結果、自分の所属する組合の課題がわかるようになり、資格手当も付くこと
　になった。
○組合士を取得したことにより、事務局長から役員に説明をして貰って資格手当をもらえるようになった。勉強
　したことも日々の業務に活かせているので、新規職員が入ってきた際には資格を取るよう勧めたい。
○組合士を通じてできた人脈があったからこそ、組合の事務運営を急きょ任されても対応できた。理事長とな
　った現在は組合士の待遇改善の取組みを進め、組合士制度のPRをし、有資格者の待遇を向上させた。

橋本　大輔　氏豊田　信　氏

清水　透　氏

●組合士制度・協会の今後の在り方を考える
●組合士協会連合会役員との意見交換
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平成26年度スキルアップ研修が開催されています

　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２７年度認定更新のお知らせ★☆★

■対　　　　象：平成２２年６月１日に認定更新された中小企業組合士
　　　　　　　　第２回、第５回、第８回、第１１回、第１４回、第１７回、第２０回、第２３回、第２６回、第３１回、第３６回
　　　　　　　　（※第３６回の方も対象となります）
■申請関係書類：平成２７年２月下旬頃送付予定
■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。
　　　　　　　　詳細については、所管中央会にお問い合わせください。

　前回の組合士だより第２２号において、平成２７年度（６月１日）付け認定更新の対象者の記載に誤りがありました。
　正しくは以下の方となります。訂正してお詫び申し上げます。

☆認定更新対象者のお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

　スキルアップ研修は、１月１５日㈭、福岡会場を残すのみとなりました。参加受付は現在も行っておりますので、
皆様のご参加をお待ちしております。
　詳細はこちら　http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/26skill-up.html

〈組合士制度に対する課題について〉
○組合を辞めれば、組合士は意味がなくなる。
○組合士の認定資格要件が狭いと思う。
○国家資格とまでは言わないが、行政に働きかけて融資条件には「組合士がいる」など、組合士の必要性をも
　たせるべきだ。
○組合の事を理解する為に資格を取得したが、組合士制度の目指す方向性が昔から進展がない。知名度がな
　いことも含めて全国版の組合士制度PRイベント等をするべきだ。
○組合士同士の情報やノウハウを交換させるシステムツールを構築すると良いと思う。

　　他にもたくさんのご意見をいただきましたので、連合会として課題解決に向けて今後も精力的に活動して
　参ります。

受講者と意見交換をする齊藤会長 東京会場の様子
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　東北・北海道、近畿、中国、九州の各４ブロックにおいて通常総会・研修会・交流会が開催されました。ブロックごとにそ
の概要をご紹介します。

各地域ブロック会議開催状況各地域ブロック会議開催状況

■東北・北海道ブロック：岩手県遠野市で研修交流会を開催

　１０月１０日㈮、岩手県遠野市にて５９名の参加の下、研修交流会が開催されました。
当連合会からは黒川理事が出席しました。
　研修交流会は２部制となっており、第１部の基調講演では、一般社団法人岩手県中
小企業診断士協会代表理事・会長の宮健氏より「グループ補助金を活用した復旧と課
題」と題し、東日本大震災が発生した当時の体験と、宮氏の所属する協会の取り組ま
れた復旧支援について講演が行われました。第２部では、民話の里として知られる遠
野市で語り継がれる昔話や民話を伝える語り部より昔語りが行われました。 語り部による昔語り

■近畿ブロック：近畿ブロック連絡会議・京都府組合士協会創立３０周年記念式典を開催

　近畿ブロック中小企業組合士協会では、１１月２９日㈯京都市のからすま京都ホテ
ルにおいて、近畿ブロック連絡会議を開催しました。当連合会からは齊藤会長が出席
しました。
　また、ブロック会議終了後には幹事協会の京都府中小企業組合士協会の創立３０周
年を記念し、講演会・パネルディスカッション、協会功労者表彰及び祝賀会を開催、協会
会員をはじめ、大阪府・兵庫県の協会員、行政機関、関係機関より約４０名が参集しました。
　詳しい内容については、7ページの「わが会の活動」にて記載します。

■中国ブロック：第３５回通常総会・講習会を開催

　８月１日㈮岡山市にて岡山県中小企業組合士会並びに中小企業組合士中国ブロッ
ク協議会の平成２６年度通常総会・講習会が開催されました。
　当連合会からは齊藤会長が出席し、ブロック総会では各県の活動状況、組合士数の
増加対策、組合士制度の普及・ＰＲ等について充実した意見交換がなされました。　　
　講習会では「ＮＰＯ法人をとおしての街づくり」をテーマにＮＰＯ法人公共のラクダ
の岡将男氏よりご自身の体験を元に、地方都市で住めるようにするためには、誰をど
のようにして街づくりにつなげていくかという内容で講演が行われました。 岡　将男　氏による講演

■九州ブロック：第２５回通常総会・合同研修会を開催

　１０月１６日㈭～１７日㈮にかけ、第２５回九州中小企業組合士協会連合会通常総会
並びにブロック合同研修会が開催されました。
　合同研修会は、開催地である大分県の特性を活かし、次世代のエコエネルギーとし
て注目される地熱発電所の視察や、商標登録で全国的に有名になり、来年度はＪＲデ
スティネーションキャンペーンの開催が決定している「おんせん県おおいた」の観光
戦略について講演がありました。通常総会においては、活発な議論の下、来年度は福
岡県での開催を決定し終了しました。当連合会からは、倉本理事が出席し、通常総会、
合同研修会を通し、九州ブロックの組合士と交流を育みました。 通常総会の様子

近畿ブロック連絡会議の様子
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─京都府─
わが会の活動わが会の活動

京都府中小企業組合士協会

■平成２６年度の協会の活動状況
●近畿ブロック連絡会議を開催
　去る１１月２９日㈯京都市のからすま京都ホテルにおい
て本会が幹事会となり、「近畿ブロック連絡会議」を開催い
たしました。当日は全国中小企業組合士協会連合会会長の
齊藤行正氏、全国中小企業団体中央会振興部長の丸山博
志氏に出席していただきました。会議では、本会高木啓暢
会長の開催挨拶、全国中央会丸山振興部長の来賓挨拶の
後、各府県の組合士協会の活動内容について実施報告並
びに意見交換を行いました。
●創立３０周年事業の概要
　また、本会は今年度、創立３０周年を迎えました。これも
ひとえに、関係各位の絶大なるご支援の賜物と誌面をお借
りしまして厚く御礼を申し上げます。
　本会では、創立３０周年記念事業としてブロック会議終了
後、創立３０周年記念講演会・パネルディスカッション、協会
功労者表彰及び祝賀会を開催、協会会員をはじめ、大阪府・
兵庫県の協会員、行政機関、関係機関より約４０名が参集しました。
　記念講演会では、中小企業診断士の清水透氏をお招き
しまして、「組合士制度・協会の在り方～組合士の今日的役
割～」と題してご講演を頂きました。その後、全国・京都・兵
庫・大阪各協会長・京都府中小企業団体中央会事務局をパ
ネリストに、清水講師にコーディネイターをお願いしまし
て、「組合員の組合離れ、その原因と対策」と題しパネルデ
ィスカッションが開催され、活発な議論が行われました。
　協会功労者表彰では、京都府知事賞・京都市長賞・京都府
中央会会長表彰が授与され、その後の祝賀会では、京都府商
工労働観光部・商業・経営支援課長の上林秀行氏、京都市産
業観光局商工部・中小企業振興課長の武田淳氏、京都府中小
企業団体中央会専務理事の大里茂美氏、全国中小企業組合
士協会連合会会長の齊藤行正氏よりご祝辞を賜りました。

●その他の活動について
　本会では、京都府中小企業団体中央会、財団法人京都府
中小企業センターと連携し、９月１１日㈫、京都府中小企業
会館において、協同組合の現代的課題などについて合同
研修会を共同主催いたしました。この研修会は、日本経済
と社会構造の変化の現状を把握し、協同組合の理念や目的
を再確認しつつ、現下の厳しい経済状況だからこそ協同組
合が果たすべき役割と社会貢献への機能の発揮を目的と
するもので、講師を立命館大学名誉教授で現京都生活協
同組合理事長の二場邦彦氏にお願いし『日本経済・社会の
構造変化と協同組合の課題』と題して講義を賜りました。
　二場氏は、講演の中で今日の世界経済を低成長期と指
摘し「一定のパターンでの量的発展が成熟期に達し、人々
の価値観や感性、そしてニーズがこの成熟期を経て構造変
化をもたらす。このニーズを捉え成長しようとする企業努
力が求められている」と述べられました。協同組合には、共
同事業を利用することで組合の持つ経営資源の活用、社会
的信用を背景とする発信力の活用を通して、企業間並びに
異業種間の連携関係を創造できるプラットフォームとして
の機能が期待されています。二場氏は「現在は変化の時で
あり、従来のビジネスモデルを見直す時期にある。但し、す
べてを見直すのではなく、設立時の精神を堅持しつつ、時
代の求め・変化に柔軟に対応する意識と実践意欲が必要で
ある。意識と意欲を前進させるには、組合事務局・中央会の
強化が必要である」と結ばれました。
　この共同事業は、一昨年から開催され今年で３年目を迎
えております。すでに来年の開催も決定しており、毎年ご好
評をいただいております。また、研修会の冒頭には参加者
に向けた組合士制度のアピールもさせていただき、関心を
持ってもらう活動も行っております。中小企業組合活性化
及び組合士制度普及のためにも、協会としてこの事業は継
続していきたいと思っています。

パネルディスカッションの様子 二場氏の講演の様子
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第６６回中小企業団体全国大会が開催されました第６６回中小企業団体全国大会が開催されました

　去る１０月２３日㈭日比谷公会堂において、「団結は力
　見せよう組合の底力！～組合で進めよう！中小企業
の持続的発展～」をキャッチフレーズに、第６６回中小企
業団体全国大会が開催されました。
　地域活性化と一体となった中小企業対策の実行や東
日本大震災からの着実な復興支援の加速化など全国３
８５万の中小企業・小規模事業者の事業の持続的発展を
実現するための中小企業対策の拡充等を求める要望事
項（１３項目）について意見発表が行われ、満場の賛同を
得て決議案は採択されました。
　また、大会宣言においては「若者、女性が活躍する地
方創生の実現に向けて、たゆまぬ努力を重ねることをこ
こに誓う」と高らかに宣言され、満場の拍手の下、採択さ
れました。
　大会終了後には、決議を内外に表明するために、全国
中小企業団体代表者の集いが帝国ホテルにて開催され、
鶴田欣也全国中央会会長から安倍晋三首相に対し、大
会決議文が伝達されました。

　当連合会からは組合士制度をより多くの方に知って
もらうべく、今年度より組合士制度について紹介したリ
ーフレットを配付資料の中に同封し、組合士制度の周知
活動を行いました。

開会挨拶をする鶴田欣也全国中央会会長
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