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　新年あ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。
　我が国の経済はこれまでの政府が行ってきた各種の経済政策効果により穏やかな景気回
復の兆しは見えていますが、人口減少、超高齢化社会、構造要因の変化による需要減少に加
え、消費税増税等の内需低迷の長期化や地震等の自然災害の多発、英国のＥＵ離脱の決定、
中国経済の停滞、アメリカ大統領選挙の結果、韓国大統領の疑惑の問題等で世界経済の先行
きが不透明な状況となっております。又、アベノミクスの柱となるべきＴＰＰの行方等々を考えた場合、平成29年度の日
本経済はどうなることでしょうか。
　さて、連合会の１年間を振り返ってみたとき、平成28年度通常総会の折にお話しましたように、前年度に発足したワー
キング委員会を中心に組合士制度の見直し、充実した制度作り、魅力ある中小企業組合士制度の実現を目指し活動を行
って参りました。
　お陰様で平成28年度の事業計画の中に記載した全国中央会が行う「組合士活性化研究会」に協力し、ワーキング委員
会の事業を推し進めることが出来ました。
　又、第68回中小企業団体全国大会の決議項目に「中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じること」と明記されま
した。本当に本年度は組合士制度の再構築の年となりました。
　これらを踏まえて平成29年度はワーキング委員会の２つの委員会を更に一歩前進させるとともに、引き続き全国中央
会が主催する「中小企業スキルアップ研修」に全面的に協力致します。又、「中小企業組合士行動指針」の下、中小企業組
合士制度の充実・発展のため、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更なる発展
のために努力して参る所存であります。
　全国の中小企業組合士の皆様、関係各位におかれましては旧年に引き続き本年もご支援・ご指導いただきますよう、
よろしく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29年元旦
全国中小企業組合士協会連合会

会 長 　 齊 藤 　 行 正

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。今年度は昨年12月４日に21都市22会場
で試験が行われ、547名が受験しました。自分が受験してからはずいぶん月日が流れましたが、当時受験に

際して学んだ知識や経験を現場でうまく活かしていけるよう、一年の始まりとともに気持ちを引き締めて日々の業務に取り組ん
でいきたいと実感しているところです。（S）

編集後記

　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28年度スキルアップ研修開催報告
　全国中央会が主催する平成28年度中小企業組合士スキルアップ研修が９月９日㈮を皮切りに全国７カ所で開催
されました。研修の簡単な内容をご報告します。

■昭和の経営者の金言から学ぶ経営者の考え方
　（ 講師：株式会社ディセンター　代表取締役社長　折原　浩　氏）
　時代を問わず生き続ける昭和の経営者の金言についての説明がなされ、経営者の立場としての考え方についての
　講義がなされました。　

■知っておくべきリスクマネジメントの法則
　（講師：株式会社アキュレートアドバイザーズ　代表取締役・元大阪府警察本部財務捜査官・公認不正検査士　小林　弘樹　氏）
　コンプライアンス、ガバナンス等対応するべき方法について、質疑応答を交えた形で説明がなされました。
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全国組合士だより

連合会役員の今年の抱負
当連合会役員に新年を迎えるにあたっての今年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。
　第６８回中小企業団体全国大会
決議で「中小企業組合士制度の積
極的な振興策を講じること」が要
望事項に盛り込まれました。これ
を機に、連合会でスタートした「ワ
ーキング委員会」、そして平成２８

年度に全国中央会主催のもと設置された「組合士活性
化研究会」の活動を通じ、よりスピーディーに情報・意見・
要望等の集約を行い、中小企業組合士の社会的地位と
資質の向上を図り、自己研鑽と情報交流の場となる中小
企業組合士会を早期に４７都道府県全てに設置できるよ
う取り組んでまいります。さらに、一人でも多くの皆様が
組合士に興味を持ち魅力を感じ、そして仲間になってい
ただけるよう情報発信に努めてまいります。

理　事　堀川　深雪（秋田県）
　明けましておめでとうございま
す。今年の自身のテーマは「進化」
です。何でもため込みがちな私で
すが、今あるモノを増やさず生か
して丁寧に暮らすことを心がけた
いと思っています。頭も体もサビ
つかせないよう生き生き楽しく！！

をモットーに過ごしたいです。　
　さて、組合士活動におきましては、皆さんとの交流を
深めつつ活動の幅を広げるとともに、組合士の増加に向

け取り組んで参ります。現在、全国組合士協会連合会で
はアンケート調査を行っておりますが、現状の見直しや
改善にむけ検討し対応したいと思っております。

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。
　現在の諸問題を検討すべきワ
ーキング委員会を設置し、昨年３
月に要望書を提出、その結果、昨
年１０月の全国大会に決議されま
した。今まで前例のない事で、前

向きな姿勢で実施した成果であり、ご指導頂いた事務局
皆様のご尽力の賜物と深く感謝し御礼申し上げます。ワ
ーキング委員会の一員として今回実施しておりますアン
ケート調査の結果分析においても出来るものから手を
つけ、ひとつひとつ実現できるよう努力していく所存で
ございます。

理　事　伊藤　順康（東京都）
　平成２９年の新春を迎えるに当
たり、ここに所感の一端を述べさ
せて頂きます。
　最近、特に感じますことは、会議
等の中で若い方々からのご意見、
ご提案の中に改めて教え、感心さ
せられることも多々あり、時には、

自分の思考や判断が常に「古い者が持つ経験」だけが先
立ってはいないか、との反省を度々させられています。
故に、年頭に当たりここに改めて、今後とも多くの方々よ

り頂くであろう数々の貴重なご意見、ご指導等は全て宝
物として、残された組合士人生に、大切に生かし歩んで
参りたいと思っておりますので、変わらぬご支援、ご指導
を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

副会長　黒川　政春（東京都）
　平成２９年新春を迎えるに当た
り、心よりお慶び申し上げます。
　昨年度立ち上げた「ワーキング
委員会」は今年度が本格的に取組
み、成果を出す年、と心しておりま
す。配布した「アンケート」等も纏
まれば、具体的な問題点も把握で

き、昨年、全国中小企業団体中央会主催の「第１回組合
士活性化研究会」が開催されましたが、この「組合士活性
化研究会」と協力して、会員の増加、組合士の魅力、協会
運営等の問題点の解決が、少しでも解決できればと思い
ます。組合士の皆様方の、本年が良い年でありますよう
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、中小企業組合士スキルア
ップ研修に出席させていただきま
したが多くの組合士の方々が参加
してとても有意義な内容でした。
今年は、この研修で学んだことを

活かし、日々社会貢献に努めていく所存です。
　また、ワーキング委員として全国中小企業組合士協会
連合会の役員会に参加した際には内容のある活発な議

論がなされるのに大いに刺激を受けました。
そこで僭越ながら紙面をお借りして私の新しい年の初め
の目標を掲げさせていただきます。
１．私共、愛知県・岐阜県・三重県の組合士担当様に依頼し
て組合士のフォーラムを開催し中小企業組合士の団
結を図る。

２．長年の念願である組合士増加の手立てとして受験者
増加の他に新たな道がないかを模索する。

　以上２点、大いに頑張っていきます。

副会長　角　　　満（大阪府）
　新年明けましておめでとうござ
います。
　さて現在、組合運営には財政基
盤の弱体化、組合員の減少、共同
事業の不振、事務局の減員等の問
題が多くみられます。その中にい
る組合士の知名度、評価はかなら

ずしも高いとは言えません。また組合を定年、高齢等で
退職された方、その他専門家等組合運営について知識・
経験のある組合外の組合士の活動の場も十分とは言え
ません。

　組合士の役割は事務局の資質の向上です。しかしより
重要な事は組合を通じ組合員である中小企業を支援す
ることだと考えます。そのためには中央会と連携し、組合
内外の組合士がお互いの経験と知恵を持ち寄り、交流を
深め、組合運営改善のため企画提案できる能力と体制
をつくる必要があると考えます。このことが組合士の評
価を高め、組合士を増やすことに繋がるのではないでし
ょうか。
　本年度はそのための第一歩として「組合士活性化研
究会」の事業への参画を始めました。
　ご協力をよろしくお願い申し上げます。

理　事　田中　陽一（京都府）
　全国中央会の研究会として「組
合士活性化研究会」が設置され、
委員各位により真剣活発な論議
が進められています。活性化…も
ちろん必要なことですが、「中小企
業組合士行動指針」という原点回
帰も非常に重要なことだと思って

います。
　「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発展に尽くす…」「今年一年、ここか
ら再出発する。」
　このことを年頭の抱負としたいと思います。
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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新年
を迎えらえたこととお慶び申し上
げます。今年は丁酉（ひのととり）
年です。「丁」は万物が丁壮（若者）
になっていく様を、「酉」は稲をは

じめ穀物の収穫を意味し、形状は酒を盛る器を意味して
います。一回り前の６０年前は、ソ連が人工衛星を打ち上
げたり、日本に初めて原子力が灯されたりと革命的なこ
とが起きています。今年はトランプ米国大統領が誕生し、
期待と不安がありますが、景気が上向き、一層発展する
年になることを願っています。
　さて、私の住んでいる広島では、昨年、プロ野球広島カ

ープが２５年ぶりにセリーグ優勝し、オバマ大統領の被爆
地訪問、『神ってる』が流行語大賞を受賞するなど話題の
多い年でした。中国ブロック中小企業組合士協議会の懇
親でもマツダスタジアムでの観戦を行い大いに盛り上
がりました。今年は是非とも日本一を勝ち取りたいと願
っているところです。
　今年の自身における課題（抱負）は、現在取組んでい
る所属組合の組織のあり方に結論を出し、組合の将来的
な方向性をリードしていくことです。また、連合会役員と
しては、組合士活性化研究会の委員として、組合士の活
動が一歩でも前進し活発化するよう提案を行い、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）
　明けましておめでとうございま
す。
　会員の皆様方におかれましては、
お健やかに新年を迎えられたこと
とお慶び申し上げます。
　私ども役員に与えられました喫
緊の課題は大きく分けまして　１．

組合士制度の啓蒙・普及　２．組合士の認知度を高める

方策　３．連合会が取り組むべき課題の３つであろうかと
存じます。その中で特に２．につきましては、例えば、全国
各地のブロック会議等で、組合が抱える問題、隘路等に
ついて提起し合い、その打開策について知恵を出し合い、
その結果を所属組合の運営に反映させることで存在価
値を高めていくことも必要かと思っているところでござ
います。
　本年も何と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。
　昨年度は連合会役員として、連
合会の活動に積極的に参加したの
みならず、埼玉県中小企業団体中
央会より組合功労者として表彰を
いただき、組合士として組合の発

展に寄与できたと感じる一年でした。本年につきまして
は、一組合士として組合の活動に寄与することはもちろ

ん、組合士協会の活動が、組合事務局強化の重要な位
置付けにあると考え、積極的に普及活動をしていく所存
です。本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

監　事　永薗　愉美子（東京都）
　新年のご祝詞を申し上げます。
　本年は酉年、何か飛躍が期待さ
れる思いがあります。
　鳥（酉）類は用心深い性質であ
り、機敏に行動をする動物とのこ
とです。
　今年も中小企業を取り巻く環境

は厳しいと予想されますが、是非、準備は万端に整え、臨
機応変で乗り切りたいものです。関係法令等の研修会・

講習会にはできるだけ参加して
知識を深め、組合及び組合員企
業に対応するよう努めたいと思
います。組合士協会連合会の新
企画の取り組みにも微力ながら
参加できればと思いますのでよ
ろしくお願い申し上げます。

　去る昨年１０月１１日に全国中央会が平成２８年度第１回組合士活性化研究会、
１０月２５日に組合士活性化研究会・第１回ワーキング委員会を開催し、当連合会
役員６名が委員として参画しました。昨年度、当連合会で開催したワーキング委
員会において協議を重ねてきた中小企業組合士の社会的地位と資質の向上を
図るための組合士のあり方、今後の支援のあり方について、組合士活性化研究会
の場でさらなる協議を行いました。今後は、１月２７日秋田県を皮切りに、全国６カ
所程度で組合に所属する組合士の実態を把握するためのヒアリング調査を実施
する予定となっています。

　今年度も全５地域ブロックにて中小企業組合士協議会のブロック会議が開催されました。今回は、近畿ブロック、
九州ブロック、東北・北海道ブロック中小企業組合士協議会の開催報告をお届けいたします。

平成２８年度　ブロック会議開催報告　PartⅡ平成２８年度　ブロック会議開催報告　PartⅡ

平成２８年度第１回組合士活性化研究会を開催平成２８年度第１回組合士活性化研究会を開催
̶中小企業組合士の社会的地位と資質の向上を図るため、今後必要な支援のあり方等を検討̶

＜来　賓＞ 全国中小企業組合士協会連合会 　鈴木副会長
＜出席者＞ 近畿ブロック中小企業組合士協会会員　 ２８名
＜視　察＞
　万博記念公園に入園し、ＥＸＰＯ‘７０パビリオンの視察を行
いました。２つのグループに分かれて、それぞれガイドの説明
を受けながら、１９７０年大阪万博開催当時に関する展示資料
を見学しました。その後、公園内を移動し、平成２７年に開業
したばかりのエキスポシティを見学後、ホテル阪急エキスポ
パークに移動し連絡会議を行いました。
＜連絡会議＞
　冒頭で、各府県における協会の活動状況の報告がなされ、続いてAからDまで４つのグループに分かれて「組合事務局組
合士が抱える課題とその対策について」～①経済事業の停滞、②組合員の減少、③組合役職員の処遇改善～の３つの課題
をテーマにグループディスカッションを実施しました。各グループでは、主に次の様な意見が出されました。
①経済事業の停滞
・経済事業については、ほとんどの組合で停滞しているが、横ばいで推移し、健闘しているところもある。組合員数について
は大方の組合でピーク時の半数まで減少しているが、ピーク時は１７０社で現在も１３０社と健闘している業界もあり、組
合が存在していたから他の業界よりも事業者数の減少が抑えられているといった意見があった。
②組合員の減少
・組合員数が増えている組合もあり、減少ばかりしているという先入観を持つべきでないことが分かった。
③組合役職員の処遇改善
・自己評価表を職員に配布し、理事長による面談を経て理事長を含め役員３人で採点し人事考課を行っている先進的な組
合もあった。
・組合職員の処遇については、外国人の職員がいる組合もあり、国籍や人種による差別もなく採用しているとのことであった。
◆所感
　視察では、「EXPO‘70パビリオン」そして太陽の塔を見学する一方で、同じ公園内で平成27年7月に運行を開始した日本
最大の観覧車「RED HORSE OSAKA WHEEL」に乗車し、大阪万博の今と昔を体験しました。連絡会議においては、活発
な意見交換が行われ、経済環境の変化で業種によっては様々な問題を抱える組合員もおり、それによる組合自体の本来業
務再構築の検討の必要性を感じました。組合士、そして各組合士協会が連携・問題共有することで、解決の糸口の一つを見つ
けられるきっかけになると感じました。（連合会：鈴木副会長）

■■■近畿ブロック中小企業組合士協議会（in大阪市）■■■
【ＥＸＰＯ‘７０パビリオン見学視察・連絡会議】

【ヒアリング開催日程】
日　程  開催地

秋　田
広　島
福　岡
大　阪
盛　岡
札　幌

１月２７日㈮
２月　２日㈭
２月　７日㈫
２月　９日㈭
２月１４日㈫
２月１６日㈭

９
29㈭
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─福岡県─
わが会の活動わが会の活動

福岡県中小企業組合士協会

　福岡県中小企業組合士協会は、昭和５２年１月に創立
し、現在は会員５２名で、組合士の資質向上と組合並び
に組合員の発展に寄与するため、日々活動しています。

　当協会では、２つのメイン事業があり、ひとつは年２回
開催する研修会、もうひとつは、組合検定試験対策講座
の開催です。研修会では、会員はもちろん、会員以外に
も案内を送付し参加を募っており、組合士制度及び当協
会のPRの場としても効果をあげています。テーマもタ
イムリーな話題を選択しており、例えば、平成２６年度は
衆議院議員選挙後のタイミングで「選挙後のアベノミク
ス ～『一強多弱』体制のゆくえ～」、平成２７年度は導入
が間近に迫っていた「マイナンバー制度と組合事務局に
求められる取り組み」をテーマに開催しました。平成２８
年度では、福岡県が中国・アジア圏に非常に近いという
地理的特徴を持ち、韓国・釡山との定期高速船就航、中
国からのクルーズ船が年間３００隻以上来航するなど、
交流人口の増加が目覚ましい一方で、福岡都市圏を除
いて定住人口は減少傾向にあり、人口減少による経済規
模の縮小が懸念されているという背景を踏まえ、第１回
研修会は「中国・アジア圏の経済の動きと福岡経済の展
望」のテーマで開催したところ、
多数のご参加をいただき、福岡
ならではの経営環境について理
解を深めました。
　また、組合検定試験対策とし
て、中央会職員を講師に毎年対
策講座を実施しています。講座
では、試験科目である「組合会計」
「組合制度」「組合運営」の過去
の出題傾向の分析と過去問題の
解説を中心に講義しています。
受講された方々の中には、組合
検定試験合格後、組合の新規事
業のけん引役として活躍されて
いる方もあり、組合活性化のた
めにも、今後も受講者全員の合
格を目指し、わかりやすい解説に

研修会の様子

努めたいと思います。

　さらには、平成元年に設立された「九州中小企業組合
士協会連合会」の活動にも積極的に参加しています。連
合会では、九州各県の持ち回りで通常総会と合同の研
修会を毎年開催しており、平成２７年度は福岡県が主催
県として、福岡県醤油醸造協同組合の工場を視察したほ
か、研修では、有限会社薗田経営リスク研究所代表取締
役の薗田恭久氏を講師にお迎えして、「組合内の企業間
連携・組合間連携によるBCPのメリット」をテーマにご講
話いただきました。講話では、非常時におけるBCPの有
用性と、組合主導による組合員企業のBCP策定支援の
事例及び組合間連携によるBCPの事例が紹介されまし
た。「九州」をご縁にご来福いただいた皆様へ、相互連携
のための材料をご提供できたものと思っております。

　これからも、組合士の皆様に当協会へのご加入をお
勧めしていくにあたり、組合士制度の周知強化はもちろ
ん、当協会もより充実した活動と支援を行える組織とな
るよう、努力してまいります。

＜来　賓＞ 全国中小企業組合士協会連合会　齊藤会長　　　　　　
＜出席者＞ 九州ブロック中小企業組合士協会会員　３０名
＜通常総会＞ 九州中小企業組合士協会連合会・喜々津会長の挨拶後、平成２７年度事業
報告及び収支決算承認の件について、平成２８年度事業計画及び収支予算承認の件につい
て、会費の賦課及び徴収方法決定の件について等、第１号議案から第６号議案までの全議案
について慎重に審議がなされた結果、全議案とも原案どおり承認可決されました。
役員改選においては新役員が下記のとおり決定され、次期開催地は鹿児島県と決定しました。
会　長    久木留　寛　氏（鹿児島県中小企業組合士協会 会長）
副会長    喜々津　昇　氏（長崎県中小企業組合士協会 会長）
副会長    武富　義之　氏（佐賀県中小企業組合士協会 会長）
＜合同研修会＞ １３日には、「協業組合長崎市古紙リサイクル回収機構組合施設」を見学し、同組合専務理事田中政則氏よ
り施設見学時の説明を頂きました。また、１４日の総会終了後は座学研修として、株式会社経営開発機構代表取締役社長藤
澤雄一郎氏を講師に招き「歴史的大変革の時～企業の真の魅力とは何か～」をテーマに研修会を実施しました。
◆所感　研修会第１日目の協業組合長崎市古紙リサイクル回収機構の組合施設見学の中で、特に「機密文書処理」について、
個人情報保護方針に基づいて厳重監視のもと、万全のセキュリティで処理されていた点が印象的でした。（連合会：齊藤会長）

＜来　賓＞ 全国中小企業組合士協会連合会 　黒川副会長
　　　　　株式会社商工組合中央金庫函館支店　 増渕次長
　　　　　全国中小企業団体中央会　蜂谷書記
＜出席者＞ 東北・北海道ブロック中小企業組合士会会員等　７２名
＜研修交流会＞
　函館朝市協同組合連合会副理事長・函館駅二商業協同組合理事長の藤田公人氏より「訪日外国人観光客向け市場の開
拓取組事例」と題して先進的な取組事例についての記念講演が行われました。その後、日没にかけて函館山からの夜景を見
学した後、会場のホテルに戻って開催された交流親睦会では、ジャンベ太鼓（ギニアやセネガルなどの西アフリカ一帯で伝
統的に演奏されている太鼓）や自ら制作した縄文太鼓（出身地の江別市から出土した縄文土器の複製を使って創案した太
鼓）奏者の茂呂剛伸氏による演奏が行われるなか、函館の新鮮な海産物を使った料理に舌鼓を打ちつつ盛況の中、組合士
相互の親睦を深め合いました。
◆所感　藤田公人氏による記念講演では、これまでのように外国人観光客による「爆買い」は期待できなくなった。そこで考
えたのが「付加価値」を付けようと、調理場を設置し販売した生鮮食品をその場で「調理」し食べられるように考え、リピータ
ー客を増やそうと考案した等有意義な講演であった。終始穏やかな雰囲気の中交流研修会が行われ、参加者の結束力と期
待も強く感じられた東北・北海道ブロック中小企業組合士協議会であった。（連合会：黒川副会長）

■■■九州ブロック中小企業組合士協議会（in長崎市）■■■
【九州中小企業組合士協会連合会　平成２８年度通常総会・合同研修会】

■■■東北・北海道ブロック中小企業組合士協議会（in函館市）■■■
【研修交流会】
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　去る１０月１９日、「いしかわ総合スポーツセンター」（石川県金沢
市）において『団結は力　見せよう組合の底力！』をキャッチフレー
ズに、「第６８回中小企業団体全国大会」が開催されました。
　大会は、山出保・石川県中央会会長が議長に、春日英廣・長野県
中央会会長、高田順一・富山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、「実感ある景気回復と中小企業の経営力
の強化」、「地域を支える中小企業の生産性の向上」等を具体化し、
全国３８１万の中小企業・小規模事業者の労働生産性向上の底上げ
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。

　このたび、長年当連合会が要望事項として取り上げていた「中小企
業組合士制度の積極的な振興策を講じること。」が１４項目の中の１項
目として決議されました。背景として、「現在、中小企業組合は共同事
業の円滑な運営に加え、組合法等のガバナンスの強化が求められて
おり、中小企業組合士は中小企業組合運営のエキスパートであるとと
もに、その専門性を活かして組合員間の活発な交流・連携の推進、産
学官連携・組合員間連携など様々なコーディネーション活動をリード
していく重要な人材である。かかる中小企業組合士の社会的地位と
資質の向上を図るため、中小企業組合士の自己研鑽と情報交流の場
である都道府県中小企業組合士協会の設置・運営等に対する支援や
中小企業組合士の各種事業への活用を積極的に進めるなど同制度を
一層振興していく必要がある。」と掲げられています。
　また、当連合会では、組合士制度をより多くの方に知ってもらうた
め、組合士制度について紹介したリーフレットを大会資料の中に同封
し、広報宣伝活動を実施しました。

第６８回中小企業団体
　　　全国大会が開催されました
～「中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じること」と決議～


