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組合のあしたを拓く組合士

28第 号

　通常総会は、午前11時に本連合会松下副会長の開会宣言により開会し、齋藤会長よ
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
大塚恒明殿、株式会社商工組合中央金庫組織金融部長牧野秀行殿、全国中小企業団
体中央会会長大村功作殿、東京都中小企業団体中央会専務理事堀内忠殿が紹介され、
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29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、齋藤会長を議長に選任し議案審議に
入り、鈴木副会長より平成28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、永薗監事より４月19日㈬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。
　次に角副会長より第２号議案「平成29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29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、資料に基づき説明がなされた後、議長が議場に諮った
ところ、全員異議なく承認された。
　最後に第４号議案として「役員の改選について」齋藤会長の進行の下、新会長１名及び新副会長１名、新理事２名が
選任され、齋藤会長より退任の挨拶が行われた。
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.htm 平成２9年度通常総会開催・新体制スタート

　お待たせいたしました、組合士だより28号をお届けいたします。発行月である８月には「俳句（819）の日」
があり、松尾芭蕉は「不易流行」という言葉で、基本理念を守ることと、時流に敏感になることはどちらも大切

であると説いています。
　新会長の元、事務局メンバーも新体制にて皆様をサポートして参りますので、どうぞよろしくお願いいたします！！（担当K）

編集後記

　全国中小企業組合士協会連合会の平成29年度通常総会が６月16日㈮、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、全会員の出席により開催された。

新役員

会　長　黒川　政春（東京都）　理　事　倉本　繁八（愛知県）

副会長　鈴木　英弘（北海道）　理　事　田中　陽一（京都府）

副会長　松下　　隆（宮城県）　理　事　恒松　恵子（山口県）

副会長　角　　　満（大阪府）　理　事　上田　八朗（宮崎県）

副会長　永井　幸雄（広島県）　監　事　川島　　豊（埼玉県）

理　事　堀川　深雪（秋田県）　監　事　永薗愉美子（東京都）

理　事　伊藤　順康（東京都）　　　　　　　　　　以上13名

＊＊＊＊＊齋藤前会長からのご退任メッセージ＊＊＊＊＊
　平成１９年より１０年間にわたり連合会の会長を務められた齋藤前会長から、退任にあたりメッセージをいただきました。
長年のご功績に対し、心より御礼を申し上げます。
　私は昭和44年にF鉄鋼団地（協）に入職しましたが、直後に組合員の倒産が発生し、整理解決に
大変苦労したことを覚えています。組合の運営には、理事会のやり方・組合員に対する説明方法等
のノウハウ、法律・税務等の幅広く専門的な知識が必要であると痛感したものです。
　そのような時、静岡県中央会より組合士制度の話があり、これこそ自分の知識不足を補う為に最
適であると思い、昭和49年に受験し50年に第一回生として組合士になりました。その後は組合士と
しての知識と経験をいかし、Ｆ組合に47年間勤務をいたしました。
　現在、日本の企業数の99％以上を占めている中小企業を支えているのが組織化した中小企業
組合であると私は考えます。中小企業組合の要は、事務局です。その事務局の資質の向上および、身分の安定を図るためのものが、
中小企業組合士制度です。皆様には、今後とも中小企業組合士制度の意義を忘れず、重要性を広めていっていただきたいと思います。
　私は第８回から第24回総会まで26年間役員として、連合会の仕事をさせてもらい、皆様のご協力により様々な改革を行いましたが、
特に思い入れの強い項目は下記の通りです。皆様には心より感謝申し上げます。
◎サブタイトルの公募による決定「組合のあしたを拓く組合士」　◎認定の有効期間延長（３→５年）　◎中小企業組合士行動指針制定
◎理事の女性登用　◎役員定数の変更　◎組合士制度の普及および発展のために理解ある協同組合に対する感謝状贈呈
　今後は、事務局の組合士増員、女性のさらなる登用を進め、さらに連合会が発展することを期待しております。

〈黒川　新会長〉
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　通常総会終了後、本連合会会長表彰及び感謝状の贈呈式が行われた。
　対象者については、本連合会正副会長及び理事・監事で構成される表彰選考委員会を４月１９日㈬に開催し、会員協会
から推薦があった方々の中から、「協会運営功労者」１１名、「優良組合士」２４名へ表彰状を、組合士制度の普及、組合士
協会の発展に寄与した方８名に感謝状を贈ることを決定した。
　当日は、齋藤会長より協会運営功労者総代豆腐谷栄二氏（事業協同組合福島県中小企業家同友会参与）、優良組合士
総代本間昭彦氏（秋田県自動車車体整備協同組合事務局長）に表彰状が手渡されるとともに、浅井信昭氏（中駿商工業
協同組合代表理事）と小熊坂孝司氏（山口県菓子工業組合理事長）に感謝状がそれぞれ記念品とともに手渡された。最
後に、豆腐谷栄二氏より謝辞が述べられた。

全国中小企業組合士協会連合会会長表彰及び感謝状贈呈式が行われる全国中小企業組合士協会連合会会長表彰及び感謝状贈呈式が行われる
̶中小企業組合士制度の普及・振興に功績のあった３５名に表彰状、８名に感謝状̶

　６月１６日、全国中央会主催の中小企業組合士フォーラム2017（全国交流研修会）が開催された。

中小企業組合士フォーラム2017開催される中小企業組合士フォーラム2017開催される
～平成２９年度中小企業組合士全国交流研修会～

■協会運営功労者

【受賞者】
深澤　晴郎（北海道）　　　　大松　富夫（岡山県）
須田　清子（秋田県）　　　　永井　幸雄（広島県）
豆腐谷栄二（福島県）　　　　穐本　正之（山口県）
塚越　昌人（東京都）　　　　福元　政司（長崎県）
横山　陽江（神奈川県）　　　玉田　智久（大分県）
勝谷義久仁（大阪府） 以上11名－順不同・敬称略－

■感謝状

【受賞者】
阿部　　仁（北海道）　　　　浅井　信昭（静岡県）
伊東　　孝（岩手県）　　　　小熊坂孝司（山口県）
藤原　寛市（秋田県）　　　　篠野　義秀（徳島県）
定村　　光（東京都）　　　　久保田泰雄（長崎県）

以上8名－順不同・敬称略－

■優良組合士

【受賞者】
浜岡　雄史（北海道）　　　　小林　亮成（東京都）
熊谷　　悟（岩手県）　　　　豊田　哲也（東京都）
相澤　和子（宮城県）　　　　山田　　明（神奈川県）
佐藤　理恵（宮城県）　　　　田村　悦子（静岡県）
船岡三智雄（宮城県）　　　　丸山　聡美（大阪府）
本間　昭彦（秋田県）　　　　稲岡　義正（兵庫県）
嵯峨　　優（秋田県）　　　　田川　善章（兵庫県）
河野　　隆（埼玉県）　　　　中尾　　覚（兵庫県）
井上　直美（東京都）　　　　成相　智久（島根県）
染谷　展行（東京都）　　　　梅木　　崇（島根県）
埜澤　良太（東京都）　　　　斎藤　政志（広島県）
岡田　　喬（東京都）　　　　市野　博昭（鹿児島県）

以上24名－順不同・敬称略－

運営功労者総代　豆腐谷　栄二　氏

優良組合士総代　本間　昭彦　氏

感謝状
小熊坂　孝司　氏　　浅井　信昭　氏

第１部：「中小企業基盤整備機構会計セミナー　企業の経営力強化を目指す会計」

　第1部では、中小企業基盤整備機構会計セミナーについて、中小企業基盤整備機構審議役の矢島那美氏より説明
がなされた後、玉上税理士事務所の税理士玉上昌浩氏より企業の経営力強化を目指す会計に関して御講演を頂き
ました。
　「中小会計要領」に則った決算書を作成することの意義や、財務情報の経営活動への活用方法等について理解を
深め、自社の経営状況を把握し、金融機関・取引先等からの資金調達力を強化すること、受注拡大へのきっかけ作り
などに関して、具体的な事例を交えてわかりやすく解説を頂きました。
　同セミナーは、会員の皆様が所属している中小企業組合やサポートを行っている組合でも開催することが可能で
す。会計に普段なじみのない方でも理解できる内容から、会計実務向けの専門的な内容まで様々ですので、情報提
供ツールとして是非活用をご検討下さい。

玉上　昌浩　氏

第２部：「中小企業役員のリスクを救う組合の機能について」

【中小企業基盤整備機構会計セミナー開催機関の募集について】
　中小機構では会計セミナーを開催していただける支援機関を募集しております。
中小企業組合も支援機関になることが可能ですので、是非一度ご検討ください！！詳
細は下記記載の「中小企業会計啓発・普及セミナー」のＨＰをご参照ください。
http://www.smrj.go.jp/jinzai/seminar/001398.html

開催のご相談は全国中小企業組合士協会連合会事務局まで

　第２部では、「中小企業役員のリスクを救う組合の機能について」というテーマで、弁護士嵩原安三郎氏より御講
演を頂きました。
　従業員の残業問題や金銭トラブル、不祥事発生時のマスコミ対応等の中小企業役員「個人」が負うリスクに関する
様々な事例の紹介と予防や対策について、リスクチェックリストの作成、事業者向け弁護士費用保険の取りまとめ等
の新たなサービスを提供することによる今後の組合や組合士が果たす役割の可能性などを解説頂きました。
　全国の都道府県中央会でも人気のセミナーですので、組合士（協）会での開催も是非、ご検討ください。

嵩原　安三郎　氏
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連合会新副会長・新理事紹介連合会新副会長・新理事紹介

　この度の連合会総会で副会長に選任されました広島県中小企業組合士会会長の永井です。
　私が中小企業組合士を取得したのは昭和５８年頃、前職の商工中金広島支店に勤務して
いる時、資格要件に入っていたことから受験したことがきっかけでした。その後、平成２０年
に現在の広島食糧協同組合の理事に転籍し、平成２２年より組合士会の役員に就任し現在
に至っております。また、協同組合の子会社で経済事業を行っております食協㈱の専務取締
役として経営企画、管理、直販等を担当しています。
　私のモットーは、『繊細かつ大胆に！』です。物事を進める際には、細部をきっちり詰めて、
思い切って行動するように心がけています。趣味は、学生時代から歌うことが好きで合唱団
に入って毎週声を出しています。３年前から演技を勉強し芸術の幅を広げようと地元の市民
オペラに出演しています。今回、連合会の副会長と言う大役を仰せつかり、身の引き締まる
思いです。平成２７年度より連合会の理事に就任しましたが、丁度、組合士および組合士協
会の活性化に取組むべくワーキング委員会が設置され、活発な意見交換が行われ、本年２
月に初めて、組合士に対し直接アンケートが実施されました。平成２９年度は、このアンケー
ト結果を基に、具体的な組合士および組合士協会の活性化策を練り上げていくことになっ

ております。とにかく、全国３０００名余りの組合士の皆様が「組合士になって良かった」、「組合士は役に立っている」と思える
モチベーションが上がる施策を打ち出す所存です。微力ながら全力で取り組みますので、皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお
願い申し上げます。

連合会新会長紹介連合会新会長紹介
１０年ぶりの新会長の誕生です。

今後連合会を支えていかれる会長に抱負をうかがいました！
新たに３名の新役員が選任されました。

今後の活躍が期待される皆さんに抱負をうかがいます！

会長
黒川　政春
（東京都）

抱　負

　この度、連合会の会長を仰せつかり責任の重さに身が引き締まる思いです。
　これまで連合会を支えてこられた歴代会長をはじめ役員の皆様に敬意を表
すると共に、歴史をまもり、皆様が築きあげた組合士協会連合会の発展に少し
でも寄与できればと思います。
　現在の中小企業組合士を取り巻く状況は、組合数の減少など年々厳しさを
増しており、当連合会においても会員の減少など課題が山積しております。
　ただ、中小企業・小規模事業者にとって、共同で経営課題の解決に取り組む
組合を始めとする連携組織の役割は、地域コミュニティの活性化や雇用確保、
地域資源の活用など多岐にわたり、また企業組合による創業など多様な働き
方の担い手としてもその活用が期待されております。
　中小企業連携組織を運営するにはしっかりとした事務局が必要であり、その

要となる中小企業組合士に寄せる期待は非常に大きくなっております。
　そのためにも、まず組合士の資格者数を拡大し、全国に仲間を増やしていくことが重要です。
　また、会員の皆様が組合士であることに誇りをもてるような魅力のある連合会を作っていきたいと思います。
　特に組合士の中核である事業協同組合の事務局の方が生きがいを持って活躍できるように、いろいろな意見を聞
き、一つでも実現していきたいと思います。また、女性の会員にももっと活躍できるような運営を目指してまいります。
当連合会の運営に御協力をお願い申し上げます。

　私は、創業明治16年の「東京都左官
工業協同組合」に組合員としてお世話
になり、今年で28年になります。37代代

表理事を経て現在は顧問として、また組合士として組
合活動に参加しております。私と中小企業組合士との
関わりは、昭和46年に始まります。得意先のゼネコンに
対抗する為に協力業者21社が業種別の組合を創設し
た際、当社（徳和工業株式会社）先代社長が副理事長
に推され、その手伝いをした折、たまたま東京都中小企
業団体中央会で「組合士講座」が開かれていたので受
講しました。終了後に受験すれば、組合士なる資格を
戴けるとのことで挑戦し、昭和47年に晴れて東京都中
小企業組合士の３期生となりました。出会いは偶然の
ものではありましたが、所属する東京都中小企業組合
士協会を通じて、様々な組合の方と交流し、組合士協
会の先輩方から多くのご指導を頂き、また中央会開催
のスキルアップ研修等により成長でき、会社経営にお
いても、私事においても大変役にたちました。

　私のモットーは「和」。和して同じずの和でありまして、
仲良しクラブの和ではありません。
　年齢のことは言いたくはありませんが、私の実家が
「リニア新幹線」の信州は「飯田駅」前になるため10年
後の開通を是非この目で見ようと、趣味のゴルフ・カラ
オケで活力を保ち、日々をパワフルに励んでおります。

自己
紹
介

副会長
永井　幸雄
（広島県）

　この度、山口県の会長を拝命しました恒松恵子と申します。工場が食品団地組合にあった
ことで、菓子製造業の傍ら試験に取り組んだ１４年前を改めて思い出しながら、未熟な若輩
者をご指名いただいた山口県の組織の柔軟性に驚きつつも、ご期待に応えられるよう重圧
を励みに変え、使命感に心を新たにしております。所属する菓子組合においても、商店街振
興組合においても、業種特有の課題を抱えています。その課題解決に向けて少しでも組合
士の資格が役立てればと思っておりましたが、これからは会長として組合士の存在意義を改
めて考え直し、よりよい組織を作り、組合のスペシャリストとして組合に還元できる方策に一
同で取り組みたいと思っております。刻々と変化する経済情勢の中「一組合一組合士」の基
本に立ち返り、まずは中央会と連携し受験者を増やし、有意義で魅力あふれる組合交流の
場となる組合士活動を広く普及していきます。組合のあしたを拓くために研鑽して参ります
ので、どうぞ関係各位の皆様には、ご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。モッ
トーは「笑顔に矢は刺さらない」。趣味は散歩と読書です。

理事
恒松　恵子
（山口県）

　この度、鹿児島県組合士協会会長 久木留 寛氏に代わって理事に選任されました、宮崎県
組合士協会の上田八朗と申します。九州ブロックでは各県持ち回り制度を採っていまして、
今回は当番県であり、理事就任という重責にいささか慄いておりますが、先輩諸兄のご指導
を仰ぎながら協会運営に努力いたす所存でございます。
　「全国組合士だより」第１号（平成１６年１月）が発刊された当時、組合士は３，８７０名を数
えていました。第２８号発行の現在、組合士数は３，０４１名、この１３年の間に８２９名の減少
（２１.４％の減）であります。当県の協会も組合士の増加については大変苦労しています。
一時は２０名切るなど低迷した時期があり、一人でも組合士を増やすべく一人一人に声をか
け受験者を増やす働きかけを地道に続けておりますが、会員３０名突破の成果を挙げること
はなかなかに難しいことであります。そこで、組合士増加対策をはじめ組合士に関する諸課
題について諸先輩方はじめ関係機関のご指導ご助言を頂きながら、一歩でも前に進めばと
思うところであります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

理事
上田　八朗
（宮崎県）
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　全国中小企業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、ご希望の方は下記アドレスまで、お名前、認定番号を明記の
うえお申し込みください。　kumiaishi@mail.chuokai.or.jp

★☆★☆ ★☆★☆メルマガ会員募集中！！

　中小企業組合士の社会的地位と資質の向上を図るため、「組合士活性化研究会」において組合士のあり方、今後必要
な支援のあり方等の検討を行いました。その中で、全国の組合士が本会や全国中小企業組合士協会連合会に対してど
のような支援・活動を期待しているのか、また、組合に所属する組合士がどのような課題をもっているのか等を把握する
ため中小企業組合士（商工中金・中央会所属を除く）1,831名に対してアンケートを実施いたしました。ご協力頂いた皆
様、誠にありがとうございました。
　アンケート結果の詳細については、各組合士（協）会や連合会HP等にてご報告させていただきます。
　今後も組合士活性化のため、忌憚のないご意見を頂きますよう、よろしくお願いいたします。

全国中央会主催「組合士活性化研究会」報告全国中央会主催「組合士活性化研究会」報告
　全国中央会が主催する平成２９年度中小企業組合士スキルアップ研修が、９月７日㈭の東京会場をはじめとして各地
で開催されます。ここでは、研修のカリキュラムと日程についてご紹介いたします。

平成29年度スキルアップ研修が開催されます平成29年度スキルアップ研修が開催されます

アンケートの概要

開催日程

　カリキュラム

◎組合士の性別　
　「男性」（77.1％）、「女性」（21.9％）
◎組合士の年齢
　「60歳以上」（50.0％）、「40～59歳」（43.3％）
　「39歳以下」（6.5％）  
◎組合士が今後専門性を発揮できる業務
　「組合運営に関する相談窓口対応」（52.5％）
　「新設組合や他組合の事務サポート」（40.5％）
　「補助金の申請事務」（40.2％）

Ⅰ 組合士実態調査

◎所属組合等の役職
　「管理職」（40.8％）、「職員」（29.8％）、「その他」（10.8％）
◎現在の事務局が抱える問題点
　「日常業務の増加、不均衡化」（24.1％）
　「組合運営等の改善への対応が困難」（19.1％）
　「組合員のニーズの把握が十分できない」（16.7％）
◎事務局が組合士に求めていること
　「組合運営等についてのよろずや」（42.9％）
　「組合員のニーズの把握と組合運営等への反映」（29.4％）
　「組合の財政状況の常時把握」（26.2％）

Ⅱ 組合運営の課題への対応実態調査

◎組合士の認知度を上げるためのPRの強化
◎組合士の積極的な活用と紹介
◎組合士に対するサポートの充実
　・研修・セミナーの充実、ITを活用した効果的な取組み
　・定年等退職後の職業紹介等

◎組合士ネットワークの強化
　・SNSの活用等

Ⅲ 今後の組合士支援の要望

日　程

 ９ 月 ７ 日㈭

 ９月11日㈪

10月 ３ 日㈫

10月 ５ 日㈭

11月 ７ 日㈫

11月13日㈪

11月21日㈫

東　京

名古屋

広　島

福　岡

大　阪

仙　台

札　幌

全中・全味ビル７階研修室

愛知県産業労働センター「ウインクあいち」

広島グランドインテリジェントホテル

ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡

大阪マルビル大阪第一ホテル

ホテルＪＡＬシティ仙台

札幌グランドホテル

会　場 場　所 申し込み方法

◎インターネット
　下記URLよりエントリー
画面にアクセスし、受付状況
等をご確認いただいた上、必
要事項を入力し、ご送信くだ
さい。

http://www.chuokai.or.jp
/test/entry.html

10：00～12：00

テーマ「経営戦略としての性格のいい会社の作り方」
講　師：株式会社ミライフ　代表取締役　佐藤　雄佑 氏

15：00～16：30

テーマ「発想の転換とは？組合活性化のポイント」
講　師：Ｍ＆Ｋコンサルタンツ株式会社　企画開発部　部長　杉　　貴之 氏

13：15～14：45

テーマ「中小企業が知っておかなければならない法改正の対応」
各会場の講師（弁護士）
札幌会場　　多田真之介 氏、　仙台会場　　金澤　孝司 氏、　東京会場　　市川　和明 氏
名古屋会場　橋本　修三 氏、　大阪会場　　福﨑　　浩 氏、　広島会場　　渡部　邦昭 氏
福岡会場　　堀　　繁造 氏

（9：30～10：00 受付）

（12：00～13：15　休憩）

（14：45～15：00　休憩）

組合士の年齢

60歳以上
50.0％

40～59歳
43.3％

39歳以下
6.5％

50％以上が60歳以上
（39歳以下は6.5％）

組合士の性別

男性
77.1％

女性
21.9％

女性会員　約22％

50％以上が60歳以上
（39歳以下は6.5％）

女性会員
若手会員の
増加が課題！！
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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

28第 号

　通常総会は、午前11時に本連合会松下副会長の開会宣言により開会し、齋藤会長よ
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
大塚恒明殿、株式会社商工組合中央金庫組織金融部長牧野秀行殿、全国中小企業団
体中央会会長大村功作殿、東京都中小企業団体中央会専務理事堀内忠殿が紹介され、
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29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、齋藤会長を議長に選任し議案審議に
入り、鈴木副会長より平成28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、永薗監事より４月19日㈬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。
　次に角副会長より第２号議案「平成29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29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、資料に基づき説明がなされた後、議長が議場に諮った
ところ、全員異議なく承認された。
　最後に第４号議案として「役員の改選について」齋藤会長の進行の下、新会長１名及び新副会長１名、新理事２名が
選任され、齋藤会長より退任の挨拶が行われた。

全国組合士だより 第28号（平成29年8月）全国組合士だより 第28号（平成29年8月）
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■　平成２９年度通常総会開催
■　会長表彰・感謝状贈呈式
■　組合士フォーラム２０１7開催
■　連合会新会長挨拶
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■　連合会新副会長・新理事紹介
■　組合士活性化研究会実施アンケート報告
■　平成２９年度スキルアップ研修の開催について
■　連合会前会長退任メッセージ
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.htm 平成２9年度通常総会開催・新体制スタート

　お待たせいたしました、組合士だより28号をお届けいたします。発行月である８月には「俳句（819）の日」
があり、松尾芭蕉は「不易流行」という言葉で、基本理念を守ることと、時流に敏感になることはどちらも大切

であると説いています。
　新会長の元、事務局メンバーも新体制にて皆様をサポートして参りますので、どうぞよろしくお願いいたします！！（担当K）

編集後記

　全国中小企業組合士協会連合会の平成29年度通常総会が６月16日㈮、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、全会員の出席により開催された。

新役員

会　長　黒川　政春（東京都）　理　事　倉本　繁八（愛知県）

副会長　鈴木　英弘（北海道）　理　事　田中　陽一（京都府）

副会長　松下　　隆（宮城県）　理　事　恒松　恵子（山口県）

副会長　角　　　満（大阪府）　理　事　上田　八朗（宮崎県）

副会長　永井　幸雄（広島県）　監　事　川島　　豊（埼玉県）

理　事　堀川　深雪（秋田県）　監　事　永薗愉美子（東京都）

理　事　伊藤　順康（東京都）　　　　　　　　　　以上13名

＊＊＊＊＊齋藤前会長からのご退任メッセージ＊＊＊＊＊
　平成１９年より１０年間にわたり連合会の会長を務められた齋藤前会長から、退任にあたりメッセージをいただきました。
長年のご功績に対し、心より御礼を申し上げます。
　私は昭和44年にF鉄鋼団地（協）に入職しましたが、直後に組合員の倒産が発生し、整理解決に
大変苦労したことを覚えています。組合の運営には、理事会のやり方・組合員に対する説明方法等
のノウハウ、法律・税務等の幅広く専門的な知識が必要であると痛感したものです。
　そのような時、静岡県中央会より組合士制度の話があり、これこそ自分の知識不足を補う為に最
適であると思い、昭和49年に受験し50年に第一回生として組合士になりました。その後は組合士と
しての知識と経験をいかし、Ｆ組合に47年間勤務をいたしました。
　現在、日本の企業数の99％以上を占めている中小企業を支えているのが組織化した中小企業
組合であると私は考えます。中小企業組合の要は、事務局です。その事務局の資質の向上および、身分の安定を図るためのものが、
中小企業組合士制度です。皆様には、今後とも中小企業組合士制度の意義を忘れず、重要性を広めていっていただきたいと思います。
　私は第８回から第24回総会まで26年間役員として、連合会の仕事をさせてもらい、皆様のご協力により様々な改革を行いましたが、
特に思い入れの強い項目は下記の通りです。皆様には心より感謝申し上げます。
◎サブタイトルの公募による決定「組合のあしたを拓く組合士」　◎認定の有効期間延長（３→５年）　◎中小企業組合士行動指針制定
◎理事の女性登用　◎役員定数の変更　◎組合士制度の普及および発展のために理解ある協同組合に対する感謝状贈呈
　今後は、事務局の組合士増員、女性のさらなる登用を進め、さらに連合会が発展することを期待しております。

〈黒川　新会長〉


