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「招福 与次郎そばいなり」を試験販売！
　本会では、昨年度から秋田市の助成を受け、市

の歴史や文化を踏まえた“あきたの食”の開発を

進めてきたが、その中の試作品のひとつである「招

福　与次郎そばいなり」（1個80円）を千秋公園

の売店前の特設販売所で4月17日�から28日

�まで試験販売した。

　17日�の花見開始と同時に売り始めたところ、

19日�までの3日間だけで3,000個以上が売れ、

長い行列ができるほどの人気となった。

「招福　与次郎そばいなり」を求める長い行列

【組合の紹介･ＰＲ】
　秋田県男鹿半島を中心とする北西
地区（男鹿市、大潟村、三種町）は、
豊かな自然に囲まれており、この地
域で生産される農産、海産物は、他
県と比較しても優れたものが多くあ
ります。

　今、食への安心安全が問題視されている中、この
地区の小規模生産者には、高齢、後継者不足であっ
ても元気に働ける生きがいが必要です。そこで、消

企業組合あきたほくせいプロダクツ

田中吉彦理事長

　このそばいなりは、本年3月に開催した試食求

評会で、そばや酒粕、ハタハタ、カスベ等の8食

材を使った計26品目の試作品のうちの一つで、

いなりの中に味付けされたそばときざみネギが

入っている他、一味唐辛子を軽く振っており、シ

ンプルながらも、絶妙な味わいが特徴の一品に仕

上がっている。

　また、「招福　与次郎そばいなり」の命名由来

である、佐竹義宣公の飛脚として活躍した狐（与

次郎狐）と親友で通町に住んでいた招福狐の愛情

溢れる物語が書かれたチラシも一緒に配布した。

　本会では、秋田市民が名物と誇れる商品にまで

育て上げ、市民はもとより、全国に発信していく

ことをこの取り組みの目的としているため、今後

は、「招福　与次郎そばいなり」を始め、その他

の各種試作品についても、様々な検討を重ね、秋

田市の名物に育て上げていく予定である。

販売された「招福　与次郎そばいなり」

費者に安心安全かつ安定した生産品の提供を継続す
ることで、生産者側の雇用機会も生まれるとの想い
を同志と確認しあい、組合を設立しました。

◆住　　所　秋田市楢山南中町3番13
◆代表理事　田中　吉彦
◆出 資 金　600,000円
◆組合員数　4名
◆主な事業　・農産物及び加工品の販売事業
　　　　　　・海産物及び加工品の販売事業
　　　　　　・釣り船事業
　　　　　　・IT機器、通信機器の販売事業
◆成立年月日　平成21年3月26日

�



	

【組合の紹介･ＰＲ】
　運送業界は、以下の三重苦を抱え
四苦八苦しているのが現状です。　
① 燃料の値上がり（現在は値下がりし
　ているが、ガソリンの値下げ率より
　低い｡）により経営を圧迫している。

② 輸送量が減少し運賃収入が下がったため、貨物の
争奪合戦となり、ダンピング受注によるさらなる
運賃減少の要因が生じている。
③ 労働基準法の遵守等コンプライアンスの強化に伴
うコスト増が経営を圧迫している。
　そこで、組合員個々の得意分野を集結し、共同受
注による売上高の増加、共同購買によるコスト削減、
これに伴う組合員の体質強化を図るべく、事業協同
組合を設立しました。

◆住　　所　秋田市土崎港相染町字浜ナシ山17番
　　　　　　地16
◆代表理事　石川　勲
◆出 資 金　900,000円
◆組合員数　7名
◆主な事業　・ 自動車燃料、油脂類、タイヤ等の共

同購入
　　　　　　・ 貨物自動車運送事業の共同受注、共

同配車並びにその集金業務
◆成立年月日　平成21年4月8日

秋田総合輸送事業協同組合

石川勲理事長

中小企業活路開拓調査・実現化事業
（第二次募集）のご案内

全国中小企業団体中央会

　全国中小企業団体中央会では、平成21年活路

開拓事業補助金の二次募集を、以下の期間で行い

ます。

　実施希望の団体は、下記の内容をご確認頂き、

本会（秋田県中小企業団体中央会）までご連絡下

さい。

○募集事業及び募集組合数

（1）中小企業組合等活路開拓事業（40組合程度）

（2）組合等情報ネットワークシステム等開発事業

　　（20組合程度）

（3）組合等自主研修事業（40組合程度）

（4）組合等Web構築支援事業（20組合程度）

「下請ガイドライン説明会」を開催する
組合を募集します！
　本会では、「下請適正取引等の推進のためのガ

イドライン」を普及啓発するため、中小事業者等

向け「下請ガイドライン説明会」を無料で開催し

ます。

　組合員向けに本説明会の開催を希望する組合等

がございましたら、本会までご連絡下さい。

○対 象 者　「下請ガイドライン」

　　　　　　10業種関連中小事業者

○実施期間　平成22年1月末まで

○説明内容　業種別ガイドラインの概要説明、

　　　　　　フリーディスカッション等

○説 明 者　下請かけこみ寺本部登録講師

企業支援施策の説明会を開催します！
（財）あきた企業活性化センター

　企業の皆様にお役立ていただくための各種支援

施策について、県内5カ所で説明会を開催します。

　なお、説明会終了後には、相談窓口を設置して、

企業の皆様の個別相談に応じます。

　説明会への出席を希望される場合は、事前のお

申し込みが必要になります .

○開催日程

　

※ 開催時間は、いずれの会場も午後1時～4時

です。

○お申し込み・お問い合わせ

　�あきた企業活性化センター（� 018-860-5610）

　URL　http://www.bic-akita.or.jp/

○開催形式　単独開催のほか、組合理事会などの

　　　　　　他行事との抱き合わせ開催も可

○最少催行人数　10名程度

○参 加 料　無料

○お申し込み・お問い合わせ

　本会調査広報課（� 018-863-8701）

開催日 場　　　　所

5月 11日� 大館市立中央公民館

〃 12日� 能代山本広域交流センター

〃 13日�
横手市南庁舎
（旧横手平鹿広域交流センター）

〃 15日�
由利本荘市市民交流学習センター
（旧本荘由利広域交流センター）

〃 18日� ゆとり生活創造センター遊学舎

	






2008年度秋田県経営品質賞表彰式・
記念講演会が開催されます！
秋田県経営品質賞委員会・秋田県経営品質協議会

　秋田県経営品質賞委員会及び秋田県経営品質協

議会では、2008年度秋田県経営品質賞表彰式と

記念講演会を開催いたします。

○日　時　平成21年5月12日�　14時から

○場　所　秋田県庁第二庁舎　8F　大会議室

○参加料　無料

○内　容

＜第1部＞表彰式（14：00～14：50）

＜第2部＞記念講演（15：00～17：30）

・記念講演Ⅰ

　テーマ：「組織のダイナミズムをどう高めたか」

　講　師：福井県民生活協同組合

理事長　藤川　武夫　氏

・記念講演Ⅱ

　テーマ：「経営の基本に立ち返る」

　　　　　～現下の経済情勢だからこそ

良い経営とは何かを考える～

　講　師：日本経営品質賞　制度検討委員会

　アドバイザー　岡本　正耿　氏

＜第3部＞記念レセプション（17：50～19：00）

※希望者のみ　有料（5,000円）

　場　所：ルポールみずほ

○お申し込み・お問い合わせ先

　秋田県経営品質協議会事務局

（� 090-6228-9132）

　※各事業の補助金額等、詳細については、

　　全国中央会のホームページ

　　（http://www.chuokai.or.jp/）をご覧下さい。

○募集期間

　平成21年4月20日�～6月1日�

○お問い合わせ

　本会連携組織支援部（� 018-863-8701）

秋田県補助事業募集のお知らせ

【経営改革総合支援事業
 （フェニックスプラン21）】

　本事業は、県内中小企業者等の持続的発展と雇

用安定を図ることを目的としており、次の5つ

の補助事業及び特別融資制度から構成され、これ

らの事業を自由に組み合わせて行うことができま

す。
　　●　人材育成支援事業
　　●　専門技術者等確保支援事業
　　●　新商品・新技術・新役務開発支援事業
　　●　公的認証制度取得支援事業
　　●　事業拠点開設支援事業

　　（対象：ベンチャービジネス型）
　　●　特別融資制度（事業革新資金）

○補 助 率　1/2以内

○限 度 額　5つの事業の合計で年間1,000万円

　　　　　　　（補助期間は、全体事業計画の承

　　　　　　　  認から2年度以内）

○募集期間

　第1回目　5月11日�～6月10日�

　　　　　　※計画書提示期限：6月5日�

　第2回目　8月18日�～9月17日�

　　　　　　※計画書提示期限：9月11日�

【産学官新技術実用化・
製品化促進事業補助金】

　本事業は、大学・公設試験研究機関等と共同研

究を実施し、新製品・新技術の開発に取り組もう

とする県内の企業者等を支援します。

○補 助 率　1/2以内

○限 度 額　1,500千円以内

○募集期間　随時

【建設業新展開トライアル活動
助成事業補助金】

　本事業は、経営革新、連携合併、多角化、新分

野進出など新たな分野等への展開に取り組もうと

する建設業の企業の皆さんに対して、事前の企画

調査等に要する経費の一部を助成します。

○補 助 率　1/2以内

○限 度 額　50万円

○募集期間　4月6日�～5月29日�

※ 　各補助事業の詳しい内容につきましては、�

あきた企業活性化センターのホームページをご

覧下さい。

　（URL　http://www.bic-akita.or.jp/）
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「地域資源活用新事業展開支援事業費補
助金」の公募について　　　　 中小企業庁

　地域資源を活用した商品又は役務の販路開拓を

目的として組合等が行う市場調査、商品又は役務

の改良、展示会等の開催又は展示会出展等の顧客

獲得に係る事業の経費の一部が補助されます。

○補 助 率　補助対象経費の1/2以内

　　　　　　（ただし、補助額の下限は100万円）

○募集期間　4月20日�～5月15日�

○お問い合わせ先

　東北経済産業局（� 022-221-4923）

　詳しい内容については、中小企業庁のホーム

ページ（http://www.chusho.meti.go.jp）をご覧

ください。

　本会では、各種補助金の募集やイベント・セミナー
情報等を組合や組合員企業へ電子メールにてお届け
する「中小企業メール情報サービス」を提供してお
ります。皆様の経営の一助として是非ご活用下さい。
　お申し込みお問い合わせは、本会調査広報課（�
018-863-8701）までご連絡下さい。なお、購読
の申込については、下記URLから直接申し込みで
きます。

http://www.chuokai-akita.or.jp/mails/mail.html

周年事業を開催される組合の皆様へ

　本年度、組合の周年事業において表彰式を開催

される予定の組合がありましたら、本会の会長表

彰に関する対応を致しますので、本会へご一報下

さるようお願い致します。

ご連絡先　本会総務課（� 018-863-8701）
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