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25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お礼申し上げます。
　我が国経済は長く続いたデフレ脱却をしつつある局面にあるものの、その効果は大企業等
を中心とした限定的なものであり、景気回復の実感が得られない感があります。また。東日本
大震災の発生から４年以上経過する中で被害地にはまだまだ多くの問題が残って復興の兆し
が見えていません。
　その上１年後の消費税率引上げ、高齢化の進展等による社会・経済構造の変化、最近の中国市場の不安感など、先行
きは予断を許さない状況です。
　11月に発生したパリ同時多発テロにより全世界に恐怖を与えているテロ問題。日本でも起きる要素があり海外の事と
して片づける訳にいかない時代となった今日、このような世界的なテロ問題等で日本経済の動向が心配されるなかで、
今後とも中小企業いや日本経済の成長・発展を図るには、我が国経済の活力の源泉である中小企業、小規模事業者の活
性化が必要です。それには組織化された中小企業組合の存在が大きく、その組合運営エキスパートである中小組合士に
対する期待が大きく今こそその実力を発揮する時と思います。連合会として引き続き＜中小企業組合士行動指針＞の下、
「一組合一組合士」をスローガンに中小企業組合士の資質向上と組合士制度の普及促進の取り組んでゆくつもりです。
　特に本年度は昨年11月、12月に二つのワーキング委員会(協会運営)・(組合運営)を開催し、全国中央会、都道府県中
央会等と連携し、中小企業組合士制度の普及に向けた問題点を探りながら強固な組合制度を図るため、組合士の増加、
受験者の増加、各組合士(協)会の事業に関する各種事例等の有益な情報を提供します。
　結びに私の連合会運営の理念として重複しますが、当連合会としては、本年も引き続き全国中央会が主催する「中小
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確立のため、我々が制定した
＜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新年の挨拶とします。
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平成28年元旦
全国中小企業組合士協会連合会

会 長 　 齊 藤 　 行 正

第６7回中小企業団体全国大会が開催されました第６7回中小企業団体全国大会が開催されました

　去る１１月２０日㈮沖縄コンベンションセンターにおい
て、「団結は力　見せよう組合の底力！～組合でひろがる
中小企業の発展～」をキャッチフレーズに、第６７回中小
企業団体全国大会が開催されました。
　大会では、津波古勝三・沖縄県中央会会長が議長に、
山出保・石川県中央会会長、野田三郎・熊本県中央会会
長がそれぞれ副議長に選任されて議事が進行し、「景気
対策、被災地を含めた地域の活性化」、「生産性の向上」、
「持続的成長の促進」等を具体化し、全国３８５万の中小
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に関する１４項目を決議しまし
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する宣伝活動を行い
ました。

全国中央会大村会長　開会挨拶の様子

外の気温も下がり肌寒い日が続いておりますが、体調など崩されておりませんでしょうか？
さて、先日の12月6日㈰に中小企業組合検定試験が全国各地の会場で行われました。私も前回受験させて

頂いた身として月日の経過を実感するとともに、無為に時間を過ごすことの無いように気持ちを改めている昨今です。
　皆様も折に触れて過去を思い返し、新たな気持ちで一年をスタートしてみては如何でしょうか？

編集後記
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全国組合士だより

連合会役員年頭所感
当連合会役員に新年を迎えるにあたっての抱負を伺いました。各役員の抱負をご紹介します。

副会長　鈴木　英弘（北海道）
　新年あけましておめでとうござ
います。
　中小企業組合白書によれば、全
国には３７，０００を超える組合があ
ります。組合士会のスローガンで
あります「１組合１組合士」を実現
できれば、３７，０００名の組合士が
誕生することとなります。４７都道

府県への組合士会の設置も実現可能となります。
　新たな取り組みとして始めたワーキング委員会を有
効に活動させ、目標を高く持ち一歩一歩確実に進みなが
ら、連合会から組合士の魅力と必要性を発信してまいり
たいと考えております。
　皆様のご協力をいただきながら、今年一年、一人でも
多くの組合士の仲間が増えるよう頑張ります。

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。
　今年、私が一番に取り組みたい
こと・・・それは、意識して「組合士
だ！」と自らアピールすることです。
組合士である自分を知ってもらう
ことが受験者や会員の増加に繋が
ると信じています。

　ある記事に「いくら良い商品を創ったとしても誰にも
知られなければ無いに等しい。知って使ってはじめてそ
の価値は見いだされる」という内容が記されていました。
　組合士もまさにそのとおり。組合にとって良い影響を
及ぼすことは間違いないわけですから、一人でも多くの
方に知っていただき理解者を増やすことに力を注ぎたい
と思っています。

副会長　松下　　隆（宮城県）
　新年明けましておめでとうござ
います。
　新しい年を迎え抱負として、「干
支」について検証しながら考えて
みました。今年は、十二支の９番目
申（さる）年であり、動物にあては
めると猿になります。人間に似て
いることから申年生まれの方は、

器用で明朗活発、好奇心旺盛で要領がいい反面、落ち着
きがないと言われております。一方猿は、古代から世界
各地で神聖で神秘的なものと考えられており、数多くの
ことわざや慣用句があります。その代表が「猿も木から
落ちる」「見ざる聞かざる言わざる」「猿の尻笑い」等が
あります。これらの事から三猿の「不見、不聞、不言」する
ことなく良き教訓を謙虚に受け止め、積極的に明るく前
向きな気持ちで日々努力したいと思います。

理　事　伊藤　順康（東京都）
　平成２８年の年頭に当たり、改ま
ってここに振り返って組合士協会
一役員として何をなすべきであっ
たか、２７年は多くの反省の残る１
年であったと思わざるをえません。
 組合士制度創設以来すでに４０
年を過ぎても残念ながら未だ多く
の組合に於いて、特に組合役員の

方々に於かれては、組合士制度そのものに無関心又は
存在すら知らない組合も多く居られるように感じられま
す。
 故に、今年の抱負といたしましては可能な限り、協会永
年の大目標でもある、 「１組合１組合士」を目指し、あら
ゆる機会を活用、中央会のご協力を頂きながら一歩ずつ
でも前に進めて行けたらと考えています。

副会長　黒川　政春（東京都）
　平成28年の新春を迎えるに当
たり、心よりお慶び申し上げます。
　昨年の全国中小企業組合士協
会連合会に於いて、会員の増強、
組合士の魅力向上、協会の運営の
あり方等を検討する新しい事業の
として、「ワーキング委員会」が設

置され具体的に対策を検討する事になりました。この件
については、昨年10月に開催された関東甲信越静ブロ

ック協議会で、今後アンケート等でご協力戴くこともあろ
うかとお願いしました。
　私も委員会の一人として参加することになり、設立要
綱に従い微力ではありますが、少しでも成果が上がるよ
う努力して行く所存でございます。
　結びに、組合士連合会そして組合士の皆様方の所属
組合の発展と、皆様方の益々のご活躍をご祈念申し上げ
ます。

理　事　倉本　繁八（愛知県）
　新年明けましておめでとうござ
います。
　昨年は、各組合決算報告書内に
組合士登録番号等を任意ではあ
りますが掲載することができるよ
うになり、少しでも組合士をアピー
ルし、存在価値を高めることがで

きたと思っております。
　本年も引き続き改革・改善に努め組合士試験の受験者
数および登録者数の増加を目指していきます。 
　具体的には、①組合に在籍10年以上の実務経験者、
②組合士試験の合格者で実務経験のない人に研修制度
を設け中小企業組合士として登録できる方策等を議題
にあげ組合士の増加を図りたいと思っております。

副会長　角　　　満（大阪府）
　現在、全国３,０００余名の組合
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。
　一方組合士のいる組合は組合
全体の約２％に留まっています。
また組合外組合士の高齢化と活

動の場がないことより資格更改が行われず豊富な経験
と知識が生かされていない事などにより組合士全体の
人数が増加しない現状にあります。
　組合士を増やすには協会が組合内組合士の活動を支
援し、組合外組合士の活動領域を広げ、組合士の存在意
義を高めることではないでしょうか。
　一方、組合の現状は組合員ニーズの多様化、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。
　組合士の役割は事務局の資質の向上です。しかしより
重要な事はこれらの問題に対応するため中央会と連携し、
組合内外の組合士が組合運営改善のため企画提案でき
る能力と体制をつくる事が組合士のニーズを高めること

になると考えます。
　本年度全国組合士協会連合会の事業として、組合の
諸問題の解決の好事例を収集し、内外組合士の活動を
支援する事業に取り組んでいます。ご協力をお願い申上
げます。

理　事　田中　陽一（京都府）
　昨年、初めて全国連合会の役員
に就任しました。当連合会の果た
すべき役割や任務等、まだ十分承
知しておりませんが、一日も早く
積極的な論議に加われるよう、注
力してまいる所存です。
　中小企業組合士行動指針にあ
る「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」
は、特に大切だと思います。
　先輩諸兄のご指導、何卒よろしくお願い致します。



全国組合士だより 第25号（平成28年1月）全国組合士だより 第25号（平成28年1月）

（5）（4）

　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！！

理　事　永井　幸雄（広島県）
　新年あけましておめでとうござ
います。
　組合士の皆様も清々しい年を
迎えらえたこととお慶び申し上げ
ます。今年は丙申（ひのえさる）年
です。「丙」は樹木の形が明らかに
なっていく様を、「申」は果実が熟

していく様を表すと言われています。前回の丙申年は
1956年で神武景気と呼ばれた年です。今年は、アベノ
ミクスも４年目に突入し、景気回復が上向き、果実が熟す

ような年になることを願っています。
　さて、全国に約40,000組合ありますが、その内組合
士が居る組合は800組合と僅か2％です。アベノミクス
のひとつ地域創生に資するために、私どもが出来ること
は組合運営の要である組合士の数を増やすことではな
いでしょうか。連合会では昨年より組合士の増加をはじ
め様々な課題を検討するワーキング委員会を起ち上げ
鋭意議論を開始しました。微力でありますが、連合会役
員として皆様のお役にたてるような情報発信を行ってま
いりますので本年もよろしくお願いします。

理　事　久木留　寛（鹿児島県）
　新年あけましておめでとうござ
います。
　昨年、理事を拝命しましたが、新
年を迎えその重責を改めて痛感し
ています。
　日々の事業活動の中で取引先

から私の名刺を見て「組合士って何ですか？」と聞かれる
ことがあります。よくぞ聞いてくれましたという思いです。
今後とも組合士の存在意義のみならず組合の存在価値
も高めるべく努力して参りたいと思います。本年もどう
ぞよろしくお願い申し上げます。

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。
　昨年１０月に、関東甲信越静ブ
ロックの全体研修会が、埼玉県の
長瀞町で無事開催されました。
　組合が組織の力で更なる発展
に向かうためには、その基盤とな

る人材の育成が不可欠であり、組合運営のスペシャリス
トであります「組合士」への期待は、益々高まっていくも
のと確信しております。
　本年におきましても、組合士協会の事業が、組合事務
局強化の重要な位置を占めるものと捉え、更なる連携強
化と一層の相互支援に、努める所存でございます。本年
もどうぞよろしくお願い申し上げます。

監　事　永薗　愉美子（東京都）
　新年明けましておめでとうござ
います。
　本年も中小企業の経営環境は
厳しい状況が予想されます。
　そのような中、私たち組合士は
基本理念に基づき、資質向上を図
るべく自らも研鑽を深めることが
求められると思います。
　各都道府県組合士協会と全国

中小企業組合士協会連合会の連携により、組合士の増
加を図り、組合士制度が発展し、組合士の地位が更に認
められることを願っております。

　中国ブロックでは、平成２７年８月１０日㈪に平成２７年度中小企業組合士中国ブロック協議会通常総会・講習
会・懇親会が開催され、当連合会からは久木留理事が参加しました。
　講習会では、あきた労務管理事務所の穐田恒雄氏より「マイナンバー制度の概要について」をテーマに講演
が行われました。

　当連合会では、去る１１月３０日と１２月７日に平成２７年度第１回ワーキング委員会を開催し、協会制度が抱える
問題や組合士が組合運営にどのように関わっていくかについて協議を行いました。検討がなされた協議の内容を
ご紹介します。

【協会運営委員会の概要】
　中小企業組合士制度の抱える問題解決のために、（協）会未設置県も含めた組合等に所属する全ての組合士を
対象に活動状況やニーズをアンケート調査するほか、以下の項目について協議及び対応策を検討しました。
　①今後の連合会事業の進め方
　②組合士制度（及び(協)会・連合会）のＰＲ方法
　③賛助会員の取り扱い
　④来年度の総会開催

【組合運営委員会の概要】
　組合士が所属する組合にどのように参画していくかについて検討が行われ、今後の委員会の運営や調査事業の
あり方について協議が行われました。協議の結果、今後は全国の組合士自身に対するアンケートを実施し組合士が
所属する組合の実態把握を行う他、アンケートの結果から得られた傾向を基にヒアリング調査等を行うことによっ
て、組合における組合士の有無が組合運営にどのような影響を与えるか等、事例収集していくこととなりました。

各地域ブロック会議等開催状況各地域ブロック会議等開催状況

平成２７年度第1回ワーキング委員会を開催しました平成２７年度第1回ワーキング委員会を開催しました

■■■中国ブロック■■■
平成27年度中小企業組合士中国ブロック協議会通常総会・講習会・懇親会を開催

姫路城見学会の様子

　近畿ブロックでは、平成２７年１０月２日㈮に平成
２７年度近畿ブロック中小企業組合士協会連絡会
議が開催され、当連合会からは鈴木副会長が参加
しました。
　当日の会議では、各府県からの活動報告が行わ
れた他、各府県から寄せられた課題に対する改善
策について意見交換等を行いました。

■■■近畿ブロック■■■
平成２７年度近畿ブロック中小企業組合士協会連絡会議を開催
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─東京都─
わが会の活動わが会の活動

東京都中小企業組合士協会

●はじめに
　東京都中小企業組合士協会は、全国に先がけて昭和
５０年３月に創立し、組合士の資質の向上と身分の安定
を図るという本会の基本理念に基づいて、各種の事業
を展開してきました。

●会員間の相互交流事業
　本会では、平成２２年度の新規事業として、「会員間の
相互交流事業」を掲げ、その一環として女性会員（平成
27年11月現在６３名）の交流を図るため、「組合士協会
女性部」を結成し、年１回、研修会と懇親会を開催してい
ます。昨年の研修会では、“ことわざと健康”のテーマで
高知女子大学名誉教授の松本女里氏から講義を受けま
した。
　また、平成２３年度には女性部に続き、新たな組織とし
て「組合士協会新事業研究部」を結成し、会員による事
例発表と懇親会を開催しています。両組織とも組合等で

「組合士協会女性部」研修会の様子

の運営事例、体験をお互いに情報交換することで、組合
運営に役立つ生きた情報が得られ、組合士として今まで
以上の横のつながりができることをねらいとしています。

●その他の活動
　東京都中央会が実施しています「無料職業紹介事業」
を通じて、組合を退職した組合士の就職支援を行い、
25年度は6名、26年度は4名の採用が決定するなど、
実績を上げています。また、東京都中央会の情報誌「中
小企業だより」の“東京都組合士協会レポート”欄に、組
合士の方が交代で組合の事業活動や組合士の意義、役
割などを寄稿していただき、組合士の普及、啓発に役立
っています。
　本会では、組合士の増加と組合士制度の充実強化を
図るため、スローガンの“一組合一組合士”から“一組合
に複数の組合士”の実現を目指して諸事業を実施してま
いります。

福岡県醤油醸造協同組合視察の様子① 福岡県醤油醸造協同組合視察の様子②

　関東甲信越静ブロックでは、平成２７年１０月８㈭～９日㈮に平成２７年度関東甲信越静ブロック中小企業組
合士協議会会長会議並びに全体交流研修会が開催され、当連合会からは黒川副会長が参加しました。
　全体研修会ではみやのかわ商店街振興組合前理事長の島田憲一氏より、「人とひとのつながり　～できるも
のは何でも挑戦する商店街～　」をテーマに研修会が行われました。

■■■関東甲信越静ブロック■■■
平成27年度関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会会長会議並びに全体交流研修会を開催

　１０月１５日㈭～１６日㈮にかけ、第２６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、当連合会からは角副会長が参加しました。
　合同研修会は、開催地である福岡県の先進組合である福岡県醤油醸造協同組合の施設を見学後、「醤油（生
揚）共同生産事業と醸造・発酵技術の新展開」について講演がありました。通常総会において、来年度は長崎県
での開催が決定。総会終了後「組合間連携によるBCP」の講演が行われました。当連合会からは、角副会長が
出席し、九州ブロック組合士と交流を育みました。

■■■九州ブロック■■■
第26回通常総会・合同研修会を開催

小田切勇治氏講演の様子 イカ捌き体験の様子

　10月16日㈮、青森県八戸市「八食センター」にて62名の参加の下、研修交流会が開催されました。当連合
会からは齊藤会長が出席しました。当日は、組合士でもある(協)青森総合卸センター業務課長の小田切勇治氏
が、組合で実施している人材教育事業や景観事業について、(協)八食センター事務局長の川村誠氏からは組合
の歴史やこれまで克服してきた課題等について事例を発表。全国的にもその取り組みが注目される両組合の
発表に、参加者は聞き入っていました。

■■■東北・北海道ブロック■■■
青森県八戸市で研修交流会を開催


