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1 平成24年度通常総会を開催
〜塩田謙三氏を会長に再任〜

　6月5日㈫、本会の平成24年度通常総会を秋田市の秋田キャッスルホテル

において、会員262名（委任状出席160名を含む。）の出席の下で開催しまし

た。

　議案の審議に先立ち塩田会長は、「昨年は、国土交通省東北地方整備局に

対し、日本海側の交通インフラ整備について要望したほか、秋田県に対し、

最低制限価格制度の導入や分離分割発注について要望し実現している。本

年度も、“行動する中央会”のスローガンのもと、会員のニーズに耳を傾け、

力を合わせて頑張っていきたい。」と挨拶しました。

　引き続き、議案の審議に入り、平成23年度事業報告書、財産目録、貸借対

照表、損益計算書及び剰余金処分案、平成24年度事業計画（案）及び収支予算

（案）など全ての議案が満場一致をもって原案どおり承認・可決されました。

　また、任期満了に伴う役員改選を行い、塩田会長が再任されたほか、理事

30名、監事3名が選出されました。

　総会終了後には表彰式が行われ、6組合と40名の個人に対し秋田県知事

表彰並びに秋田県中小企業団体中央会会長表彰が授与されました。

　引き続き、懇親会が行われ、来賓を代表して橋口昌道秋田県副知事及び石

井周悦秋田市副市長のご祝辞の後、辻憲一株式会社商工組合中央金庫秋田支店長の乾杯のご発声で

開宴し、終始和やかな雰囲気の中、盛会裡に終了しました。

【挨拶をする塩田会長】

【祝辞：橋口副知事】

【祝辞：石井副市長】
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栄えある受賞を心からお慶び申し上げます

優良組合　　　　　　　　　　　　� （敬称略）

組合名 所在地 理事長名

秋田県板金工業組合 秋田市 杉本　捷生

組合功労者　　　　　　� （順不同･敬称略）

氏　名 組合名 役職名

平澤　孝夫 秋田市駅前広小路商店街振興組合 理事長

伊藤　和宏 秋田市工業団地協同組合 理事長

優良組合　　　� （順不同･敬称略）

組合名 所在地 理事長名

秋田建具工業協同組合 能代市 佐藤　知道

秋田県ニット工業協同組合 秋田市 遠藤　善雄

協業組合三交モータース商会 秋田市 金森　幸志

本荘由利繊維協同組合 由利本荘市 高橋　信夫

秋田さきがけ販売店協同組合 秋田市 舛屋　敏彦

組合功労者　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　（順不同･敬称略）

氏名 組合名 役職名 氏名 組合名 役職名

菅原　弘之 協同組合秋田県中小企業労務協会 理事長 小笠原　貢 秋田県自動車整備商工組合 理　事

横井　伸一 大館市大町商店街振興組合 理事長 伊藤　　悟 秋田県自動車整備商工組合 理　事

中安　則光 秋田県クボタ販売協同組合 理事長 佐藤　秀一 中央素材生産事業協同組合 理　事

小野　克弘 協同組合東由利ショッピングプラザ 副理事長 伊藤　金作 横手たばこ販売協同組合 理　事

藤原　寛市 秋田県中古自動車販売商工組合 副理事長 進藤　　昂 由利本荘市管工事協同組合 理　事

渡部　尚男 協同組合横手卸センター 副理事長 佐藤　喜悦 由利本荘市管工事協同組合 理　事

杉渕　正英 秋田県製麺協同組合 副理事長 船橋　　與 秋田県電気工事工業組合 理　事

小松　昌英 協同組合東由利ショッピングプラザ 専務理事 蒲生　征明 秋田県板金工業組合 理　事

五嶋　建二 秋田県印刷工業組合 専務理事 柿崎　昭雄 秋田市工業団地協同組合 理　事

佐藤　　潤 湯沢市柳町商店街協同組合 専務理事 廣嶋　直英 秋田たばこ販売協同組合 理　事

山田　哲也 秋田県パン協同組合 常務理事 渡部　縫子 秋田たばこ販売協同組合 理　事

軍司　信幸 秋田県菓子工業組合 常務理事 三浦　義孝 秋田たばこ販売協同組合 理　事

藤原　菅也 秋田県トラック運送事業協同組合 理　事 金平　照正 秋田県農業機械商業協同組合 理　事

浅石　　薫 秋田県花卉小売商業協同組合 理　事 安藤　繁義 北鹿電気工事業協同組合 監　事

伝農　善亮 秋田県中古自動車販売商工組合 理　事

【受賞された方々】

秋田県知事表彰

秋田県中小企業団体中央会会長表彰

秋田県知事表彰

秋田県中小企業団体中央会会長表彰
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組合専従優秀職員　　�　（順不同･敬称略）� （敬称略、ゴシックは新任）

氏　名 組合名 役職名 氏　名 所属組合名

梅津　　厚 秋田県中古自動車販売商工組合 会　長 塩田　謙三 秋田県南トラック事業協同組合

佐藤　章二 秋田県中古自動車販売商工組合 副会長 栁田　　聰 秋田県主食集荷商業協同組合

渡辺スヂ子 秋田県木材産業協同組合連合会 〃 桑原　　功 協同組合秋田卸センター

嵯峨奈緒子 秋田管工事業協同組合 〃 菊地　成一 秋田県木材産業協同組合連合会

長坂磨美衣 秋田管工事業協同組合 〃 藤澤　正義 秋田県鐵構工業協同組合
加藤カンナ 秋田県遊技業協同組合 専務理事 髙橋　清悦（専従）

竹内　　順 協同組合秋田市民市場 常任理事 後藤　　一 秋田県菓子工業組合

小武海美輝 秋田県火災共済協同組合 〃 仙花　久彌 秋田県自動車車体整備協同組合

〃 加藤　憲成 秋建協同組合

〃 大門　一平 秋田県印刷工業組合

〃 平澤　孝夫 秋田県商店街振興組合連合会
理　事 白石　光弘 秋田県農業機械商業協同組合

〃 村岡　淑郎 秋田県火災共済協同組合

〃 矢吹　達夫 秋田県豆腐油揚商工組合

〃 浅利　　滋 秋田県味噌醤油工業協同組合

〃 高橋　正男 秋田管工事業協同組合

〃 伊藤　和宏 秋田市工業団地協同組合

〃 小玉真一郎 秋田県酒造協同組合

〃 大嶋　秀夫 秋田県葬祭業協同組合

〃 武藤　真人 秋田県パン協同組合

〃 佐藤　武義 協同組合秋田県旅行業協会

〃 進藤　政弘 秋田県中小企業青年中央会

〃 佐賀　善美 コーディネート秋田協同組合
〃 辻　　篤志 あきた共通商品券協同組合
〃 村岡　兼幸 秋田県生コンクリート工業組合
〃 山岡緑三郎 上野台堆肥生産協同組合
〃 小野寺　盛 秋田県再生資源商工組合
〃 佐藤　正明 秋田県稲庭うどん協同組合
〃 佐藤　和喜 秋田県花卉小売商業協同組合
〃 近藤　隆平 秋田県製麺協同組合
〃 明石　喜美 あきたレディース中央会

中央会事務局専従者 監　事 千葉三四郎 秋田県電気工事工業組合
氏　名 役職名 〃 伊藤　隆康 秋田県ハイヤー協同組合

加藤　謙太 事業振興部工業振興課課長補佐 〃 多賀糸敏雄 協同組合横手卸センター

【懇親会の様子】【乾杯：辻商工中金秋田支店長】

平成24年度　新役員名簿


