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全国組合士だより

令和3年度の全国中小企業組合士協会連合会の令和3年度通常総会が6月11日（金）に書面およびオンラインに
て実施され、黒川会長の進行の下、事務局より、令和2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、次に第2号議案「令和3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「令和3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ました。
「役員の改選について」黒川会長の進行の下、新会長1名及び新副会長2名、新理事4名が選任され、黒川会長、

松下副会長より退任の挨拶が行われました。
令和3年度は、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響の厳しい状況の中、新体制で運営を行なってまい

ります。
皆様のご支援のほど宜しくお願い申しあげます。

全国中小企業組合士協会連合会 会長 鈴木 英弘

組合士の皆さま
このたびの新型コロナウイルスに罹患された皆様、感染拡大により生活に影響を受けられている皆様、

関係者の方々に、心よりお見舞いを申し上げます。

令和3年度通常総会開催・新体制スタート

C・O・N・T・E・N・T・S

■■ 令和3年度通常総会開催■…………………………… 2
■■ 会長表彰・感謝状贈呈式■……………………… 3〜 4

■■ 組合士フォーラム開催■… ………………………… 4
■■ 新会長・新理事挨拶■…………………………… 5〜 9

新　役　員

★会　長 鈴木　　英弘 （北海道） ★副会長 角　　　満 （大阪府）
★副会長 永井　　幸雄 （広島県）  ★副会長 堀川　　深雪 （秋田県）
★副会長 永薗　　愉美子 （東京都）  ★理　事 横山　　辰雄 （静岡県）
★理　事 倉本　　繁八 （愛知県）  ★理　事 二正寺　敏夫 （京都府）
★理　事 川島　　豊 （埼玉県）  ★理　事 白木　　貴 （福島県）
★理　事 野口　　雅春 （東京都）  ★理　事 山根　　俊夫 （島根県）
★理　事 喜々津　昇 （長崎県）  ★監　事 伊藤　　順康 （東京都）
★監　事 早水　　利行 （全日本紙製品工業組合）
 以上15名

全国組合士だより 第36号

組合のあしたを拓く組合士 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 https://www.chuokai.or.jp/business/business-01.html
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全国組合士だより

全国中小企業組合士協会連合会の令和3年度通常総会が6月11日（金）書面出席を中心に開催され、原案どおり「令
和3年度事業計画（案）及び収支予算（案）について」、「令和3年度会費の賦課基準及び徴収方法（案）について」が
承認されました。

○会員の状況

期首会員
期間中移動

期末会員
加入 脱退

28 0 0 28

○会員の状況
　令和3年4月1日現在所属組合士数（人） 2,087名

1．連合会が直面する課題への具体的な対策の検討
連合会が抱えている下記の諸課題等に対して、全国中央会が実施する「組合士活性化研究会」に対して引
き続き協力を行う。
（1）会員の増加、組合士の魅力向上、協会運営のあり方等
（2）組合事業の再構築、組合運営のあり方、組合士ネットワークの構築等
（3）組合士の活躍事例集の作成

2．組合士の資質向上及び組合士間の交流の促進

3．各種情報等の提供
（1）機関誌「全国組合士だより」の発行（年2回）
（2）メールマガジンの発行
（3）組合士協会連合会ホームページの更新
（4）組合士事例集のホームページ公開
（5）「2022年版組合士手帳」の作成・配付

4．組合士の活動等の調査研究

5．ブロック研修会等への積極的支援

6．協会運営功労者及び優良組合士の表彰、感謝状の贈呈

7．関係官庁、中央会、その他関係団体との連携・協力・交流

■■ 令和2年度事業報告

■■ 令和3年度事業計画

令和3年度通常総会開催

概　要
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令和3年度の本連合会会長表彰及び感謝状について下記の方が受賞されました。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」5名、「優良組合士」19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3名
に「感謝状」に贈呈いたしました。

都道府県中小企業組合士（協）会の役員として組合士制度の普及、振興のための指導において功績のあった方
に対して全国中小企業組合士協会連合会会長から会長表彰（協会運営功労者）が贈られました。

組合士制度の普及、振興に功績のあった組合士に全国中小企業組合士協会連合会会長から会長表彰（優良組
合士）が贈られました。

複数の組合士のいる組合の代表者、連合会役員等で組合士制度の普及・振興に寄与した方に全国中小企業組
合士協会連合会会長から感謝状が贈られました。

★鎌田　愛子 （岩手県） ★蒲澤　輝美 （岩手県） ★太田　大介 （千葉県）
★稲永　誠 （東京都） ★水野　智文 （東京都） ★武田　ミドリ （東京都）
★佐藤　武史 （東京都） ★田村　直子 （東京都） ★瀬崎　とき子 （静岡県）
★大森　小百合 （大阪府） ★小野　恵美子 （大阪府） ★西口　延良 （兵庫県）
★細田　弘一 （島根県） ★渡部　雄一 （島根県） ★永井　幸雄 （広島県）
★畑本　貞美 （広島県） ★藤井　美希子 （山口県） ★松尾　直美 （福岡県）
★吉野　由美 （宮崎県） 

★吉森　みどり （埼玉県） ★武井　英一 （千葉県） ★望月　清 （静岡県）
★南　　博 （大阪府）  ★妻鳥　光伸 （大阪府）

★𠮷田　孝雄  （北海道）　北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合 代表理事
★木村　忠夫  （青森県）　協同組合サンロード青森・SC 事業本部 総務部 部長
★高村　伸彦  （東京都）　東京建設重機協同組合 代表理事

優良組合士受賞者氏名（敬称略）

協会運営功労者受賞者氏名（敬称略）

感謝状受賞者氏名（敬称略）

■■ 協会運営功労者

■■ 優良組合士

■■ 感謝状

表彰者および感謝状受賞者の皆さまおめでとうございます

全国中小企業組合士協会連合会会長表彰及び感謝状受賞者
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組合や中小企業がどのようにして「経営理念やビジョンにSDGsの持続可
能な目標とターゲット連動させるか」というテーマで、事例を交えた講演
をいただきました。
●開催日時　令和3年6月11日（金）　14：30 ～ 16：00
●開催方法　WEB 会議ツール「Zoom」での開催
●主　　催　全国中小企業団体中央会
●参 加 者　76名

テーマ：「SDGsの国内外の動向と社会課題解決に向けて」
講 師：青山学院大学 経営学部 教授 玉木 欽也 氏

【講師プロフィール】
1957 年北海道室蘭市生まれ。青山学院大学経営学部教授。2008年に青

山学院大学と教員6名の共同出資にて、青山学院ヒューマン・イノベーショ
ン・コンサルティング㈱を設立。「SDGsに向けた未来志向の人材開発とソ
リューション事業の発展に貢献」をミッションとし、多くの国家プロジェクト事業や地方自治体事業、産学共
同研究、他大学との連携推進等、多方面で活躍中。

【主な著書】
●単著：『 ビジネスモデル・イノベーション－未来志向の経営革新戦略―』中央経済社、2018年
● 編著： 『観光立国に向けた産学官連携事業の総合演出家地方創生プロデューサー』博進堂、2017年 

『着地型観光のつくり方 地方創生ディレクター』博進堂、2017年

北海道中小企業組合士会 会長
鈴木 英弘（すずき ひでひろ）さん

このたびの総会並びに理事会において、第7代会長に選任されました鈴木英弘
でございます。

歴代会長をはじめ役員皆様、更には、組合士の皆様に対しまして敬意を表する
とともに、歴史と責任の重さを日々感じているところでございます。微力ながら
組合士協会連合会の発展に貢献できればと思います。

さて、中小企業組合士を取り巻く環境は組合数の減少や組合士の高齢化により
会員数も減少傾向にあり、また、2年に及ぶ新型コロナウイルス感染症の影響により、本来の活動も大きく制
限されるなど今までに経験のしたことのない厳しい状況が続いております。

社　　名 青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社

呼　　称 青山学院Hicon

設　　立 2008年12月12日

代表取締役 玉木欽也（青山学院大学経営学部教授）

■青山学院Hiconは、青山学院と大学教員・卒業生による共同出資により運営。

ADD 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-6427-9470

FAX 03-3400-2181

mail  hicon@aogaku-hicon.jp  

URL https://www.aogaku-hicon.jp/

青山学院Hiconにおける事業部門

●SDGsアカデミア

●SDGs&ESG&CSV事業部門

●SDGs地方創生事業部門

●未来戦略デザイン事業部門

●ビジネスソリューション事業部門

●デジタルマーケティング事業部門

●キャリア開発事業部門

●グローバル・キャリア開発事業部門

●知的財産戦略事業部門

●SDGs学生参加型共同研究

グレートリセットに向けたSDGs&ESG&CSVの総合教育プログラム

青山学院Hicon

SDGsアカデミア

会社概要

出所：国際連合広報センターホームページ
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/

青山学院Hiconは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

「中小企業組合士フォーラム2021」開催報告
〜令和3年度中小企業組合士全国交流研修会（WEB開催）〜

連合会新会長ご挨拶
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黒川前会長には、2期4年いろいろな企画立案やご指導をいただき、ワーキング委員会と全国中央会からの支
援をいただいている組合士活性化研究会での魅力ある組合士、そして組合士協会を目指し、取り組んでまいり
ました。

しかしながら、ここ一年以上は、新型コロナの影響により、連合会として計画していた事業が思うようにで
きませんでした。黒川前会長の進めてこられました事業をしっかり受け継ぎ、進めてまいる所存でございます。

まだまだ活動も制限される状況が続くことが予想されますが、全国中小企業組合士協会連合会として、会員
組合士会そして組合士の皆様への情報提供をはじめ積極的な活動を心がけてまいりたいと存じます。

その具体的なものとして、まず第一に組合士の仲間を増やしていきたいと思っております。受験者を増やす
ことはもちろんですが、未加入者の加入についても検討したいと思います。それには、現在28都道府県にとど
まっております組合士会を、47都道府県全てに早期に設置してまいりたいと考えております。全国にあります、
ブロック協議会のお力もお借りしながら進めてまいりたいと思います。

二つ目は、組合士の資質の向上です。皆さんにお集まりいただく会場集合型の研修会開催は、当分の間難し
いと思われます。WEBを利用し、全中の協力もいただきながら企画してまいりたいと考えており、視聴する
だけではなく、コミュニケーションを図れるセミナーも企画してまいりたいと考えておりますので、研修会へ
の積極的な参加をお願いいたします。

三つ目は、組合士の交流、経験の場を設けたいと思います。コロナが収束し今までのような活動が可能とな
りましたら、全国の仲間で交流・発表の場を作ってまいりたいと思います。

これらの目標に向かって魅力ある組合士会となるよう、いろいろな行事に参加してよかった、組合士会に入っ
ていてよかったと思える組織作りを目指したいと思います。『組合士としてできること』、『組合士だからでき
ること』を見つけていきたいと思っております。「『一組合一組合士』、組合の明日を拓く組合士」のスローガン
に向かい活動してまいります。

役員そして、事務局の皆様のご協力をいただきながら、組合士の皆様への情報発信を続け、引き続き連合会
事業へのご支援・ご協力、そして皆様からのご意見を頂戴しながら魅力ある連合会を作ってまいりたいと思い
ます。

年齢、性別に関係なく組合士の皆様一人一人が活躍できる場を見つけてまいりますので、引き続き連合会の
運営にご協力をお願い申し上げ、会長就任の挨拶とさせていただきます。

自己紹介

私は、昭和57年7月に「北海道税理士協同組合」事務局職員として採用され、今日に至っております。
私の所属組合であります北海道税理士協同組合の組合員・賛助会員は、北海道約2千名の税理士で構成されて

おり、共同購入、教育情報、福利厚生事業、そして小規模企業共済とセイフティ共済を委託・復詫団体として
取り扱っている組合でございます。事務局職員は7名、うち4名が組合士です。その事務局長として組合一筋で、
事務局歴は40年になろうとしております。

組合士との出会いは、当時の役員から勉強のために受験してみてはと声を掛けられ、試験に挑戦し、昭和61
年6月に認定を受けました。平成12年7月より地元北海道組合士会の監事、理事、副会長を歴任し、平成26年7
月より会長に就任いたしました。組合士協会連合会では、平成25年6月に理事に就任し、その後、副会長を3期
6年務めさせていただき、このたびの会長就任となりました。

以来、東北・北海道ブロックで毎年開催される協議会では、当番各県を訪問し地元の産業や観光そして、多
くの組合士と触れ合うことが出来ました。

今後は組合士を通じ、中央会ともより深く関わりを持っていきたいと考えております。
また、出身大学であります札幌商科大学（現 札幌学院大学）の評議員や同大学文泉会（同窓会）の会計幹事と

して、20年以上にわたり関わりを持たせていただいております。
趣味は、夏はゴルフで冬は平成元年に取得したスキーインストラクターの資格を活かしスキーに通い、そし

て大会での息子の活躍を楽しみに、氷点下のスキー場（冷凍庫状態です）で観戦しております。
若手と言われ地元北海道や連合会でお手伝いをさせていただきましたが、私の定年時期も近づいてまいりま

した。持てる力・体力を振り絞って微力ながら一年一年頑張ってまいりますので、温かく見守りください。
よろしくお願いいたします。
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新たに4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！

福島県中小企業組合士会 会長　白木 貴（しらき たかし）さん

今年度連合会総会で理事に選出されました白木でございます。
福島県組合士会に入会して16年となります。令和元年に会長就任しまして会長

経験が短く、先輩諸兄のご指導を仰ぎながら会の運営に携わりたいと思います。
福島県組合士会においても、会員拡大に向けて事務局・理事が中心となって中

央会と連携しセミナー等での組合士の周知、受験者・受験希望者への情報発信や
フォローアップ、会員間の相互連携を図り、少しずつ効果が出てきている所です。
これからも一つ一つの取り組みを継続的に行い、急速な社会変化にも対応できる
よう会員間での情報共有と多角的な視点での意見交換を行っていきたいと思います。

弊組合においても、各組合員企業が取り巻く環境変化に柔軟に対応しながら事業継続を行っており、組合に
求められている部分も変わってきています。特に共同事業については、設立当初の目的を継続しながら、次世
代に向けた整備が必要となっています。また、関係機関や専門分野企業との連携により、リスク管理を含めた
初動対応の迅速性も重要となってきています。

今後の組合運営には、ますます組合士の存在が大きく必要とされる時代になると思います。組合士の皆様が
力を発揮できるステージを一緒に作っていくことが、連合会、組合士（協）会の役割だと思います。今後とも諸
官庁、中央会はじめ会員皆様方のご指導をよろしくお願いします。

島根県中小企業組合士会 会長　山根 俊夫（やまね としお）さん

この度の連合会総会で理事に選任されました島根県組合士協会の山根俊夫と申
します。組合士会中国ブロック長は各県持ち回りの当番制で、それに併せての理
事就任ということで重責ではございますが、皆様のご要望に沿える活動が行える
ように努めたいと存じます。

当県会活動につきましては、コロナ禍にあって研修会活動なども制限されてい
る中ではありますが、WEBセミナーを取り入れるなど皆様のご協力のもと協会
運営を進めております。今後の研修スタイルや組合事務局運営にも参考になるよ
うな活動の場が提供できると良いと思っています。

また、当県の組合士は43名で組合士の増加が課題となっていますので、組合士の資質の向上が図れるような
充実した活動を行うことで、会員の増加にも繋げていきたいと思います。

私が所属する協同組合島根県鐵工会におきましても、鉄工業界を取り巻く環境が厳しい中にありまして、日々
生じる課題に対応しつつ、中期経営計画を策定し、組合全体として取り組んでいます。その際に組合法務に沿っ
て適切に手続きを行うことは重要であり、組合士として得た知識はそれらを行う上で大いに役立っています。
また、当組合では複数の組合士がおり、協力しながら事業活動が進められることを心強く感じており、そのよ
うな組合が増えていくと更に良いと思います。併せて、中央会様とより緊密に連携を取りながら活動できるこ
とも有り難く感謝しております。

組合士として共通の課題の解決に向け、情報の共有やスキルアップに向けた活動が行えるよう努めたいと思
いますので、中央会様をはじめ関係各位のご指導ご助言をいただきますようよろしくお願い申し上げます。趣
味はDIYで、自宅で必要な棚や置台などを木で工作しており、現在はウッドデッキを構想中です。

連合会新役員の紹介
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東京都中小企業組合士協会 副会長　野口 雅春（のぐち まさはる）さん

この度の連合会通常総会で理事に選任されました東京都中小企業組合士協会副
会長の野口雅春と申します。

私は東京都中小企業団体中央会在職中の1976年6月1日に組合士資格を取得しま
した。中央会を定年退職後に東日本一般缶工業協同組合の事務局長を拝命し、早
10年が経過しています。

私どもの組合は、東日本を中心に一般缶製造業を営む中小企業者により昭
和53年4月に設立され、今年で43年目を迎えました。現在の組合員数は33社 
です。

一般缶という名前は皆さんには馴染みが薄いかもしれませんが、ブリキやティンフリースチールを加工して
作られる比較的小型な金属容器の総称で、飲料缶や缶詰缶、十八リットル缶とは区別されています。一般缶は
食品、化学・薬品から生活雑貨、防災備蓄に至るまで幅広い分野で使われています。

ところで、皆さんはアユの生態をご存じでしょうか？　川にすむアユの大半の若魚は群れをなして生活して
います。体が小さくて一匹では縄張りを持てないアユたちは、体が大きくて縄張りを持てるアユの隙間で「群
れアユ」として共存しています。群れることは、外敵から身を守り食物を確保するための手段なのです。「孤立
は生存にとって不利」という自然界の基本原理がアユの世界にもあるのです。

中小企業組合は、私どものような小規模な事業者が集まってお互いに連携することで共存共栄を目指す組織
ですから「群れアユ」と共通するところがあります。私は“協同こそみんなの力だ”という言葉が大好きです。組
合と組合員、そして組合士が助け合い、現下の厳しい新型コロナウイルス禍にあっても、この難局を乗り越え
ていきたいと思っています。

私は常日頃から健康第一を心がけており、一日一万歩を目標にウォーキングしています。2016年1月から約2
年半かけて東海道五十三次（東京日本橋から京都三条大橋まで）を踏破しました。続いて2019年1月から始点と
終点が東海道と同じである中山道六十九次に挑戦中で、軽井沢に到達しましたが、一昨年に新型コロナウイル
スの国内感染が確認されて以降、現在は自主的に中止しており、一日も早い再開を願っているところです。

終わりに、理事として連合会運営に微力ながら全力で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

長崎県中小企業組合士会 会長　喜々津 昇（ききつ のぼる）さん

この度の総会で理事に選任されました長崎県中小企業組合士協会会長の喜々津
昇と申します。

私自身は、協同組合長崎卸センターの事務局に在籍し、32年間組合運営に携わっ
てまいりました。当組合にとりましても、この間の経営環境の変化の影響は大き
く、業種制限が緩和された地域限定の組合であるため、組合員の業種・業態・構成
は大きく様変わりしました。

現在は出先事業所も多く、従前と比べると、組合の存在感や求められる役割が
変化してきていることを感じることもございますが、組合員のための組合として、又、企業集積地としてのメ
リット・利便性の提供を念頭に日々業務に勤しんでいます。

当県の組合士協会は、協同組合事務局職員、商工組合中央金庫及び長崎県中小企業団体中央会職員等により
組織され、組合士の受験勧奨、受験対策講習会、会員に向けた情報提供・資質向上のための研修会等を中心に
活動を行っております。

コロナ禍を含め大変に厳しい状況下ではございますが、今後に向けて組合士制度の啓蒙・普及活動をはじめ、
連合会の発展に少しでもお手伝いができればと思いますので、皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます。
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1．会合名 令和3年度ウェブセミナー（第1回）
2．日　時 令和3年9月24日（金）　15：00 ～ 16：00（第1部）、16：00 ～ 16：30（第2部）
3．場　所 WEB会議ツールを使用して開催（広島県はサテライト会場にて投影）
4．テーマ  「中小企業の現場から～中小企業の実情と支援の実態～」
5．講　師 【第1部】 「商工会経営指導員の現場支援とは」 

●西田 洋 氏 高山北商工会 経営指導員（中小企業組合士）
 【第2部】 パネルディスカッション「組合士の支援について：商工会組合士×中央会組合士」 

●西田 洋 氏 高山北商工会 経営指導員（中小企業組合士） 
●加島 満春 氏 全国中小企業団体中央会 振興部 副参事（中小企業診断士、中小企業組合士）

6．参加者 117人（WEB 参加68人、広島県サテライト会場49人）

INFORMATION
■令和3年度ブロック会議について

令和3年度はブロック会議を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響からオンラインでの
開催や日程も延期となるなど昨年に引き続き厳しい状況となっております。

交流を楽しみにしていた組合士の皆さまには心よりお詫び申しあげます。
■中小企業組合士スキルアップ研修のお知らせ

全国中小企業団体中央会主催のスキルアップ研修が東京、大阪、仙台の3会場で開催されます。今年は「『協力』
と『連携』こそ、これからの組織運営の要～課題解決のメソッドを学ぶ」講師 株式会社エンパブリック 代表 広
石 拓司氏と「急増する“クレーマー ”から組織と我が身を守るために～元刑事が教える実践的クレーム対応術」
講師 株式会社エンゴシステム 代表 援川 聡 氏の二本立てです。
■第2回ウェブセミナー開催について

下記の内容でウェブセミナーを開催いたしました。
●テーマ：「DXのイロハ」
●講　師：岡崎 理枝子 氏（株式会社オリーズデザイン 代表取締役）
●日　時：令和3年11月4日（木）　15時00分～ 16時30分
●参加者：63名

■令和3年度 全国中小企業組合士協会連合会通常総会について
令和4年度の通常総会および「中小企業組合士フォーラム2022」を下記の日程にて実施する予定です。是非、

ご参加のほどお願い申しあげます。
●日　時：令和4年6月11日（金）
●場　所：都市センターホテル　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1

★☆★☆★☆★☆　メルマガ会員募集中!!　☆★☆★☆★☆★
　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E-mail 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

令和3年度 第1回ウェブセミナー開催報告


