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　昨年を振り返りますと、我が国の経済は、１１月に発足した第３次安倍内閣が、これ
まで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、大企業の不祥事や
自然災害の多発、北朝鮮問題における国家間の緊張関係等、世界経済の先行きが不透
明な状況となっており、中小企業にとって明るさが実感できるまでには至っていないの
が実情です。しかしながら、将棋界で藤井４段の２９連勝や野球界の清宮選手といった
若い力が脚光を浴びた年であったように思います。平成３０年も若い人がどんどん活躍
する明るい年になることを願っています。

　さて、連合会は昨年、10年間会長を務められた齊藤行正氏よりバトンを受け、新しい歩みを始めました。その間、各ブロ
ック会議等で多くの組合士の方に接する機会があり、お一人お一人が、組合士の活性化のためにご努力頂いていることを
知り、力強さを感じたとともに責任の重さを再確認いたしました。
　平成28年度に実施した組合士への実態調査アンケートの内容を踏まえ、中小企業組合士活性化研究会や、連合会で
のワーキング委員会において具体的な活性化を検討し、少しずつですが成果が出始めているように感じます。
　これらを踏まえて平成30年度は委員会で検討した内容を実行することで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」に全面的に協力を致します。
　平成30年度は組合士制度創設45周年にあたる記念年でもあり、これを機会に「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よろしくご支援・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、新年の挨拶といたします。

全国組合士だより 第29号（平成30年1月）全国組合士だより 第29号（平成30年1月）

C・O・N・T・E・N・T・S

■　新年のご挨拶
■　組合士レポート
■　平成２９年度ブロック会議開催報告
■　わが会の活動（岐阜県）

…………………………………1
…………………………………2

……………3
…………………………6

■　第69回中小企業団体全国大会開催
■　スキルアップ研修実施のご報告
■　事務局からのお知らせ

……………7
………………7

…………………………8

（1）（8）

編
集
・
発
行　

全
国
中
小
企
業
組
合
士
協
会
連
合
会　

〒
1
0
4̶

0
0
3
3　

東
京
都
中
央
区
新
川
一̶

二
六̶

一
九
全
国
中
央
会
内　

電
話
○
三̶

三
五
二
三̶

四
九
○
四

U
R
L http://w

w
w
.chuokai.or.jp/business/business-0

1
.htm 新しき年の幕開け

　平成30年は戌年。戌年の特徴としては「勤勉で働き者」「食べ物に困らない」「道に迷わない」等があると言わ
れています。

　働き者でまっすぐな組合士の皆様を、事務局として精一杯サポートして参ります。本年も何卒よろしくお願いいたします！（事務局）

編集後記

　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。

＊＊＊＊＊平成３０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25年６月１日に認定更新された第29回、第34回、第39回認定者。
■申請関係書類：平成30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。
　☆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、
　　所管の都道府県中央会に住所変更届のご提出をお忘れなくお願いいたします。

平成29年度　中小企業組合検定試験実施のお知らせ
　平成29年12月３日㈰に全国22会場で、中小企業組合検定試験が開催されました。
　633名の受験申込者となり、皆様の検定試験ＰＲのお陰で、昨年に引き続き600名を超える申込みとなりました。
　ご協力ありがとうございました。

「2018年版中小企業組合士手帳」の配布について
　2018年版中小企業組合士手帳を作成し全国で1,583冊のお申込みを頂きました。
　当手帳は、ノルティープランナーズ製時間メモリ１週間タイプの手帳での中小企業組合法、総会議決事項、
　組合申請届け一覧などの概要など組合運営の参考となる資料が掲載されており、毎年多くの方にご活用
　頂いております。

黒川　会長

平成30年元旦
全国中小企業組合士協会連合会
　　　　　会長　　黒川　政春
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組合士レポート ～がんばる事務局内組合士～

　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！！

　当組合は現在170名の会員を抱えております。昭和の終わり
から平成の始めにかけては250名が在籍し、電気業界での単
協としては東北でも多い方でしたが、高齢化や住宅建築会社
の様変わりなどで景気も悪くなり、現在は脱退する組合員が増
える一方です。組合員の引き留めや加入促進のために組合は
どうあるべきか、具体的な方法はなかなか見出せません。結論
としては簡単で、賦課金以上のメリットを与えられるかというこ
とですが、年齢や事業規模・地域性・得意分野などがそれぞれ
違いますから、感じるメリットもそれぞれで、会員が多いとそれ
だけ考え方も増え、益々複雑化してきます。思い上がりも甚だし
いところですが、如何に組合の事業と運営をサポートし、会員
１人１人に手を差し伸べることができるかということを事務局
長としての役目と思い、仕事をしています。

○仕事で特に苦労したこと、していること
　当組合に勤務したての平成16年は、独立行政法人雇用・能
力開発機構の実施事業である「中小企業人材確保推進事業」
に中小企業団体中央会の指導の下、エントリーし認定を受け
た頃でした。それまでは事業協同組合がどのような団体なのか
は把握していなかったもので、組合の性質を覚えることと、人確
事業を進めていくことに精一杯でした。職場には、かなり遅くま
で残り、休日返上で出勤することも多かったです。大企業に比
べ、中小企業は雇用が十分確保出来ないことから推進してい
る事業でしたが、この頃になると公共工事も減少し、業界の景
気も悪くなり、次第に人余り現象に変化してくるような状況でし
た。３年間の事業ということで平成18年まで助成を受けました
が、中央会をはじめ、既に取り組んでいた先輩団体のご指導ご
支援のお陰で、どうにか全うすることができたものです。平成16
年当時の頃と比べると、人材確保という点では、はるかに現在
の方が必要な事業であると感じています。

○座右の銘、仕事でのこだわり
　十数年前に、扶桑社から「チーズはどこへ消えた？」（スペン
サー・ジョンソン著）なる書籍が発行されました。２匹のネズミ
と２人の小人の物語です。この物語には、仕事だけではなく人
生そのものに深く影響を受けることになりました。趣味である
山菜採りにおいては、毎年決まった場所に行くと必ず収穫でき
るものでもなく、温暖化や天候に左右される他、自分だけの独
占物でもありませんので、範囲を広げながら探索することによ
って確実な収穫に繋がるということを学びました。仕事では直
面している問題に、高齢化や後継者不足による組合員の減少
があり、運営資金を賦課金に依存している組合としては、喫緊
の大課題です。これを打開するため、組合では加入金を撤廃し
出資金を下げるなど、ハードルを低くして加入促進を図る一方、
組合として建設業の許可を取り、共同受注に取組み、さらに官
公需適格組合の認可を受けました。平成24年の秋田市の防犯
灯LED照明取替工事は、組合がESCO事業として取り組んだ全
国で初めてのケースとなり、全国的な広がりを見せています。
完工してから10年間の包括保証ですので、最終的な収益につ
いては今後の状況次第となりますが、組合員には高評価でした。
組合にとっても今後の事業展開に向けて良い実績となりました。
現状に満足しているとチーズはやがて無くなりますから、今を
読み解き、先手を打たなければやがては衰退するかも知れな
いという危機感を持って行動しなければならないとの認識を
新たにしています。

○趣味と特技
　小学生の頃から魚採りや栗拾い・アケビ採りなどアウトドア
に夢中でした。父方のDNAがそうさせているのか、小さい頃か
らの趣味が今ではストレス解消の最大のアイテムとなっていま
すので、休日となれば春は渓流のヤマメ釣りと山菜採り、夏は
海釣りに鮎釣り、秋は海釣りとキノコ採りにと忙しなく動き回っ
ています。今年は熊の出没が多いこともあって、農作物以外に
人も熊の犠牲になっています。過去には至近距離（10ｍ）で体
長1.2ｍ程の熊と遭遇しましたが、何も知らずにキノコ捜しに夢
中だった私に、熊の方が先に気付き奇声を発して全速力で逃
げて行きました。熊も本来は人間が怖いのですが、人間と鉢合
わせした時には熊も自身を守るため攻撃するのであって、私が
先に気付いていれば熊も不意を突かれたことで、とっさに攻撃
して来ていただろう、と熊に襲われた経験のある友人から聞き
ました。今年はタケノコ採りでも可愛い小熊に遭遇しましたが、
一緒にいた友人は「必ず近くに親熊がいるはずだ！」と、非常
に怖がっていました。

○受験のきっかけ
　私の出身は商工中金ですから、組合士の資格の取得は当然
のこととして受験しました。合格後は、最初の支店が尼崎支店で
したので、兵庫県の組合士協会に所属しました。何のご縁か、廻
り回って、現在は兵庫県中小企業組合士協会の会長をさせてい
ただいています。

○現在の仕事内容
　現在勤めております阪神総合卸商業団地協同組合は昭和48
年に創立し、専務理事は歴代商工中金の出身者が就任をして
います。すでに設立後40年以上が経過していますので、通常の
業務については、事務局員を中心に円滑に運営されています。
私自身の仕事としては、対外的には兵庫県・西宮市を中心とし
た行政との円滑なコミュニケーションの維持や、中央会や金融

機関等との情報交換を密にしています。組合内部では、組合員
の入れ替わりが毎年あるので、円滑な移行が実施できるように
細かい折衝を積み重ねています。組合にお世話になって11年
が経ちますので、次世代の役員・経営者への組合の意義等につ
いての研修が喫緊の課題です。

○協会運営について
　兵庫県の中央会には組合士協会の他に、組合事務局協議会
という組織もあり、中央会の職員と共に活発に交流を行ってい
ます。しかしながら、参加者が固定化される傾向にあり、前広に
参加者を募る工夫が必要になっています。
　前任の会長から急遽指名され、組合士協会の会長になりまし
たが、協会の役員になっていただく人選にも苦慮しました。女性
会員にも役員になっていただき、参加しやすい日程と行事内容
になるよう配慮しています。幸いなことに、中央会の組合士協会
担当者が女性なこともスムーズな運営に寄与してくれています。
現在、組合士協会の会員の半数以上が、商工中金の職員で占
められていることから、協会の行事への積極的な参加を、全国
中央会等からも働きかけていただけるとありがたく思います。

○地元を見つめなおし、再発見！
　商工中金時代には全国を転々としましたが、地元の方は意外
と地元の名所旧跡に実際に行ったことがないということを経験
しました。組合事務局を預かる身としては、積極的に現地に足を
運び郷土への愛着、新しい発見をしてもらいたいと思っていま
す。そのような観点で、日々協会の行事立案に注力しています。

秋田県中小企業組合士会　理事
秋田県電気工事協同組合　事務局長

九島　智 さん

兵庫県中小企業組合士協会　会長
阪神総合卸商業団地協同組合　専務理事

並河　俊夫 さん

　今年度も全５地域にて中小企業組合士協議会のブロック会議が開催され、盛況を博しました！

７月14日㈮
関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会（in東京都）
【東京クルーズ隅田川下り・ブロック会長会議・全体研修会・交流懇親会】

＜出席者＞　関東甲信越静ブロック中小企業組合士協会会員等　４４名
＜東京クルーズ隅田川下り＞
吾妻橋や清洲橋など、多くの橋の色や形といった個性を紹介するアナウンスを聞きながら隅
田川を下りました。船に揺られ川から岸を眺めてみると、江戸の情緒と東京の今をしみじみと
感じることができ、東京五輪に向け開催地の魅力を再発見できるよい機会となりました。
＜ブロック会長会議＞
各(協)会の会長が、それぞれの(協)会の活動状況について共有をしました。特に講習会等の
実績の紹介は、次年度以降の企画の参考にもなっています。
また、次回開催県に関する打ち合わせも行われました。平成30年度は全国大会も行われた長
野県開催の予定です。
＜全体研修会＞
東京都江戸東京博物館　客員研究員　近松鴻二氏より「江戸のシェア～徹底した時間と空
間の分割～」というテーマで講演が行われました。資源・エネルギーの少なかった江戸時代、
人々は設備の共同利用をすることにより無駄を排除し、時空をシェアした合理的な空間を作
り生活をしていたそうです。現代人の感覚からは不便、貧しいというイメージを抱きがちな江
戸の長屋暮らしが、実は資源の節約やコミュニケーションの活性化を担っていたという事実
は驚きであり、先人の知恵に深く感心を覚えました。

平成２９年度　ブロック会議開催報告平成２９年度　ブロック会議開催報告
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７月21日㈮
中国ブロック中小企業組合士協議会（in広島市）
【通常総会・講演会・懇親会】

＜出席者＞　中国ブロック中小企業組合士協会会員等　27名
＜通常総会＞
中小企業組合士中国ブロック協議会・永井会長が議長に就任し、平成28年度事業報告書
及び決算関係書類の承認について、平成29年度事業計画及び収支予算（案）の承認につ
いて、平成29年度会費分担額及び徴収方法承認について等が審議され、すべての議案に
おいて可決決定されました。
＜講演会＞
一般社団法人せとうち観光推進機構 事業本部長 村橋克則氏より「せとうちDMOによる瀬
戸内のブランディング」というテーマで講演が行われました。瀬戸内の広域エリアにおいて
は「せとうちDMO」による地域ブランディングの取組みが進められています。協同組合の活
力ある運営を担う「中小企業組合士」としても、組合・業界の経済的地位の向上を目指した
戦略の策定や、自ら主体的に行動できる人材を実践的に養成することが課題となっていま
す。瀬戸内海を囲む７県の異なる組織が、共同・連携し、共通の地域資源を活用した地域
活性化に取り組む「せとうちDMO」について、推進リーダーから興味深い話を聞くことがで
きました。その後の懇親会は、飲食ができる電車「TRAIN ROUGE（トランルージュ）」にて行
われました。路面電車で広島の街中を走りながらの歓談は、もの珍しさも相まっていつも
以上に盛り上がり、様々な話題に花が開いていました。

10月6日㈮
東北・北海道ブロック中小企業組合士協議会（in秋田市）
【見学・会長会議・パネルディスカッション・講演会・懇親会】

＜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
＜見　学＞
秋田市民俗芸能伝承館（ねぶり流し館）と旧金子家住宅の見学を行いました。民俗芸能伝
承館は、竿燈をはじめとする郷土の民俗行事や芸能の保存伝承のために分館として開館
し、秋田の祭りで使う竿燈や曳き山車などを常設展示しています。金子家は、江戸時代後
期に質屋・古着商を開き、明治初期に呉服・太物（錦織物・麻織物）卸商を創業しました。江
戸時代後期の伝統的な建物として、秋田市指定有形文化財として指定されます。
＜会長会議＞
各会の会長より、平成29年度上半期の活動状況報告がなされました。また、次回開催県で
ある福島県中小企業組合士会の事務局より次年度の研修交流会の概要が説明され、郡山
市で開催する予定であるとの報告がありました。
＜パネルディスカッション＞
全国中央会事業「組合士活性化研究会」のアンケート及びヒアリング調査の結果から、課
題を抽出し、６名のパネリストにより今後の取り組みを協議しました。秋田県中小企業組
合士協会　堀川会長による進行で、それぞれの事務局での事業内容や中小企業組合士と
して抱えている課題、組合士活性化のための意見などが述べられました。
＜講演会＞
秋田醸造株式会社 代表取締役社長 小林忠彦氏より「秋田県の酒造業とNEXT5の活動に
ついて」というテーマで講演が行われました。日本酒の出荷量が減少している状況下にあ
って、小規模な事業者が生き残るための、個性的な酒造り、地域の事業者と連携した
NEXT5結成による共同販売促進やブランディングによる事業活性化、また地域に根ざした
イベントなどでの地域活性化の取り組み等についてお話をいただきました。その後の交流
会においては、秋田民謡のアトラクションが披露され、香り豊かな地酒を楽しみながら、参
加者間の情報交換が行われました。

10月13日㈮
近畿ブロック中小企業組合士協議会（in京都市）
【見学・連絡会議・懇親会】

＜出席者＞　近畿ブロック中小企業組合士会会員等　２４名
＜見　学＞
SLから新幹線まで53の車両が展示され、鉄道の歴史や安全、技術を学べる京
都鉄道博物館の見学を行いました。巨大なジオラマには、在来線、私鉄線、貨
物線、シャトル線、山岳線の6つの営業線に、最新のW7系新幹線からトワイラ
イトエクスプレス、そしてドクターイエローまで、本物そっくりの1/80サイズの
列車が走っており、童心に返ったような感嘆を覚えました。
＜連絡会議＞
各協会の活動報告について、それぞれの会長から報告がなされた後、組合士
の資格が活かされた事例についての発表が行われました。大阪府商店街振興
組合連合会　川崎支援課長からは、商店街へのアドバイス事例に関して、日本
ローカルネットワークシステム　宇治丸経理課長からは、組合士合格者へ
3,000円の手当が支払われている事例に関して、なみはや市民大学山下学長
からは、市民大学での取り組み事例に関する発表がありました。その後、懇親
会は梅小路公園の中にある京野菜レストランにて行われました。京野菜は京
都府内で生産された野菜のことをいいます。京都の風土の中で農家の方々が
栽培に手間をかけ品質保存に務めてきた京野菜は、ビタミン・ミネラル・食物
繊維などの栄養成分が高いのも特長です。現地の食材、食文化を紹介いただ
けることも、ブロック会議の魅力のひとつです。

10月12日㈭～10月13日㈮
九州中小企業組合士協会連合会（in鹿児島市）
【見学・通常総会・合同研修会・懇親会】

＜出席者＞　 九州中小企業組合士協会連合会会員等　３3名
＜見　学＞
さつま揚げで有名な有村屋本社工場と、薩摩藩別邸跡である仙巌園、島津家
の歴史・文化と集成館事業を語り継ぐ博物館尚古集成館の見学を行いました。
食と歴史という観点から地域に触れることができ、2018年大河ドラマ「西郷ど
ん」に対する期待もいっそう高まります。その後の懇親会は、帆船型遊覧船「ク
ィーンズしろやま」にて行われました。錦江湾に浮かぶ桜島を眺めながら行わ
れた懇親会は、市内の夜景も美しく、たいそうな盛り上がりを見せました。
＜通常総会＞
第１号議案から第６号議案まで説明がなされ、全ての議案が満場一致で可決
されました。また、次年度の開催は佐賀県であることが共有され、佐賀県の武
富会長より挨拶がありました。引き続き、各県事務局より活動報告がなされ、組
合士普及に関する意見交換会が行われました。
＜合同研修会＞
株式会社島津興業 常務取締役 田村省三氏より「歴史をいかした地域の魅力
づくり」というテーマで講演をいただきました。世界遺産をいかしながらも、ブ
ームに流されない強いテーマを持ったまちづくりをしていくことが課題であり、
そのためには、観光客が快適に行動できるように、交通を整備し、回遊性を向
上させ、滞在時間を増やすことで、見る、食べる、遊ぶという消費の拡大を図っ
ていく必要があります。鹿児島では、ＪＲ、市電、バス、フェリーが結節する鹿児
島駅を二次交通の重要拠点と位置づけ、周辺のまちへの観光をも波及させて
いくハブ観光という概念を確立させようとしているという、大変興味深いお話
をしていただきました。
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─岐阜県─
わが会の活動わが会の活動

岐阜県中小企業組合士協会

　岐阜県中小企業組合士協会は、昭和５２年４月２２日に
設立し、今年度で創立４０周年を迎えました。本協会は、
会員３９名（組合従事者１１名、組合等ＯＢ６名、商工中金
５名、中央会職員１７名）で構成されています。主な事業
としては、教育指導事業として会員の資質の向上を図る
ことを目的とした「研修会の開催（年２回）」や近隣県の
先進的な取り組みをしている組合や企業を視察する「先
進事例視察研修事業」を実施しています。
　ここで、昨年度（平成２８年度）実施した特徴的な事業
として３つほど紹介したいと思います。
　まず１つ目は、「岐阜県中央会　専務理事とのガヤガ
ヤ会議」です。これは、新たに着任された中央会専務理
事と組合士協会の会員とが意見交換する場として１０年
ほど前から実施しております。当日は、会員より所属組合
の現状や中央会への要望等貴重な意見が出され、活発
に意見交換がされました。
　２つ目として、隣県である「愛知県中小企業組合士会
との合同研修会」を初めて開催いたしました。これは本
協会から愛知県中小企業組合士会に呼びかけて実現し
たもので、当日は約２０名の参加を得て、航空自衛隊岐
阜基地やかかみがはら航空宇宙科学博物館の見学、懇
談会を通じて、相互の交流を深めることができました。懇
談会では、「組合士協会が抱える課題と今後の役割につ
いて」をテーマに行われ、「事業がマンネリ化している。
会員数の減少が課題である。」などの意見があり、共通
の課題を認識することができました。なお、この合同研

修会については、今後も継続して実施していくこととな
っております。
　３つ目として、岐阜県中央会主催で県内中小企業組合
の事務局代表者が集まり、「組織や事業運営上の課題」
について懇談する「組合事務局代表者懇談会」に、当協
会も過去３回共催し、グループ討議での進行役や組合士
制度のＰＲを当協会の役員が行うなどして積極的に参画
しました。
　当協会では上記事業を中心に活動しておりますが、会
員の減少や会員の高齢化等が課題となっております。今
後、いかに会員（特に組合従事者）を増やしていくのかが
重要となってきます。その会員を増やす一環として、今
年度は岐阜県中央会が年６回発行する機関誌に、３名の
役員が３回に分けてそれぞれの立場から組合士制度の
紹介や組合士資格を取得してのメリット等について寄稿
する機会をいただきました。より多くの方に少しでも組
合士のことを知っていただければと思っています。
　このように、岐阜県中央会と連携を図りながら組合士
の存在意義を高めることに努めております。また、岐阜
県中央会からは、当協会の活動に理解いただき、昨年度
より助成金を受け当協会の事業活動に有効に活用させ
ていただいております。
　今後も、中小企業組合士制度の啓蒙及び加入促進を
図り、積極的に事業を推進することで当協会の運営基盤
の強化に努めて参りたいと考えております。

「愛知県中小企業組合士会との合同研修会」　
航空自衛隊岐阜基地での様子　

「組合事務局代表者懇談会（岐阜県中央会との共催）」
司会を務める市原会長

全国組合士だより第29号（平成30年1月）

第69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～

　去る10月26日、「キッセイ文化ホール」（長野県松本市）にお
いて『団結は力　見せよう組合の底力！～地方創生は連携によ
る地域力アップと強力な発信～』をキャッチフレーズに、第69
回中小企業団体全国大会」が開催されました。大会は、春日英
廣長野県中央会会長が議長に、渡邉隆夫京都府中央会会長、
平栄三千葉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生産性向上」、
「事業承継の抜本的な見直し」など地域を支える中小企業の持
続的な発展を実現するため、中小企業対策の拡充に関する16
項目を決議しました。今年も、昨年に引き続き「中小企業組合
士の積極的な活用」が盛り込まれました。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、組合法等に基づ
くガバナンスの強化が求められている。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
の場に対する支援を強化するとともに中小企業組合士の積極
的な活用を進める必要がある。」と掲げられました。
　また、長野県中小企業組合士協会は、組合士制度をより多く
の方に知ってもらうためのブースを設置し、組合士制度の案内
をはじめ、当連合会で作成したパンフレットや機関誌「全国組
合士だより」の配布を行うなど積極的なPRに努めました。当連
合会黒川会長、鈴木副会長も駆けつけ、長野県中小企業組合
士協会関会長、朝間副会長、岡澤副会長、柿崎副理事長、中村
理事と共に活気ある広報宣伝活動を実施したところ、ブースは
多くの方で賑わい、全国中小企業団体中央会大村会長も激励
に訪れてくださいました。

　全国５会場で256名がスキルアップ研修を受講しました。認定更新年度以外にも、毎年受講している方々もいらっしゃいます。スキ
ルアップ研修は、組合士としての力を見つめなおし、飛躍させるだけでなく、地域の仲間との交流の場としても、好評を博しています。
来年度も、皆さんの積極的な受講をお待ちしております！

　参加者からは「組合運営のヒントになった」「会員企業にも是非紹介したい」「現状の問題に、まさに直結したテーマだった」「組合
の活性化事例は参考になった」などの声が寄せられ、満足度の高い研修となりました。

平成２９年度　スキルアップ研修実施のご報告平成２９年度　スキルアップ研修実施のご報告

第一部 株式会社ミライフ 代表取締役 佐藤 雄佑氏より「経営戦略としての性格のいい会社の作り方」として、ボス（上司）
のあり方について、働きがいのある多様な職場環境整備の重要性、実際のイクボスの事例など中小企業にとって

最大のテーマである人材確保、育成についての具体的な事例満載の講習を行っていただきました。

第三部 Ｍ＆Ｋコンサルタンツ株式会社企画開発部 部長 杉 貴之氏より「発想の転換とは？組合活性化のポイント」とし
て、協同組合等の団体がおかれている状況や、組合事務局強化の重要性についての解説、実際の組合活性化事

例を紹介していただきました。

第二部 「中小企業が知っておかなければならない法改正への対応」として、各会場担当の弁護士より、改正民法及び個
人情報保護法の説明と、企業が対応するべき事項や注意点についての解説が行われました。


