
中小企業あきた

秋田県中小企業団体中央会　http://www.chuokai-akita.or.jp/ 1

7
JULY.2014

1	藤澤正義氏を新会長に選出………………………………………………………………… 2

… 〜平成26年度通常総会を開催〜

2	日銀と本県経済団体との懇談会が開催………………………………………… 5

3	国等への要望事項を審議…………………………………………………………………… 6

… 〜第3回理事会を開催〜
○景況レポート5月分… ……………………7 ○話題の広場

　アラカルト…………………………………8
　支援団体活動レポート………………… 10

〜 塩田謙三会長を悼む 〜

本会の塩田謙三会長が､平成26年6月2日､肺がんのため享年71歳にてご逝去されました。
6月17日（火）、横手市の秋田ふるさと村ドーム劇場において、塩田家・ヨコウングループによる合同葬儀が

執り行われ、その突然の訃報に駆けつけた県内外からの多くの皆様が、塩田会長との別れを惜しみました。
塩田会長は、平成6年に理事、平成16年から副会長、平成22年6月からは会長として、逝去されるまでの4年

間にわたり、病魔と戦いながら、まさに中央会の先頭に立ってご尽力頂きました。
その行動力は、会長就任当初からエネルギッシュで、「トライ・チャレンジ」の精神を中央会に注入し、失敗

を恐れず前向きに行動することを常々訴えられました。自らがフットワーク軽く出かけ、その情報収集能力の
高さ、先を見抜く先見性は他の追随を許さず、その豊かなご経験とスケールの大きさは、経営者としてのカリ
スマ性だけでなく、『人間・塩田謙三』としての魅力に溢れるものでした。また、塩田会長の「塩田節」と呼ばれ
る語り口は、分かりやすい言葉で心に響いてくるもので、その人格がしみ出てくる優しさがありました。

各業界を束ねる中央会会長として、国や県等の行政に対しての要望活動にも陣頭指揮を執り成果を上げま
したが、すぐに成果につながらなくても粘り強い姿勢で活動を続けるそのお姿に感銘したものでした。

依然として、中小企業組合や中小企業・小規模企業を取り巻く環境は厳しく、とりわけ高齢化や人口減少の
課題が重くのしかかる本県で、塩田会長の溌剌とした声で、我々をもっともっと叱咤激励し、導いて欲しかっ
たのに本当に残念でなりません。

どうか天上から、本県産業界の躍動と中央会の将来をお守り下さい。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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藤澤正義氏を新会長に選出
	 〜平成 26年度通常総会を開催〜

6月11日（水）、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において、本会の平成26年
度通常総会を会員252名（委任状出席144名を含む。）出席の下で開催しました。

開会に先立ち、6月2日にご逝去された塩田謙三会長に対し、出席者一同が黙祷
を捧げ、哀悼の意を示しました。

総会では桑原功副会長より開会の挨拶が行われ、「塩田会長が進めてこられ
た『強い組合・強い企業づくり』を今後とも全力を挙げて実現していくことを誓
い、今年度も新たな組合づくりに向けた取り組みや、会員組合のニーズに応じた
様々な事業を実施していく。」と今年度の本会の活動方針が述べられました。

引き続き議案の審議に入り、平成25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の承認や、平成26年度事業計画（案）及び収支予算

（案）の設定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。

平成25年度の事業報告では、事業の実施状況等をスクリーンに映しながらの
説明が行われ、組合活力向上事業を活用した秋田県自動車車体整備協同組合の
山王丸洋一理事長及びハミングカード協同組合の田中喜昭専務理事より、事業
の実施内容や感想等について成果発表が行われました。

また、任期満了による役員改選では、塩田会長の後任に藤澤正義氏（秋田県鐵
構工業協同組合理事長）が選出されたほか、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、4組合と43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たほか、本会が社会奉仕活
動の一環として実施しているプルタブ回収について多大なるご協力をいただい
た秋田中央遊技業協同組合に対し、感謝状が贈呈されました。

続いて開催された懇親会では、本日開催された第2回理事会で決定した新会
長・副会長等を紹介し、藤澤正義会長が就任の挨拶を行ったほか、来賓を代表し
て堀井啓一秋田県副知事と石井周悦秋田市副市長からご祝辞を頂戴しました。
その後、片山雅史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。

〜 平成26年度活動目標 〜

1 中央会活動ビジョンの実践と『強い組合・強い企業づくり』の推進

2 新規組合設立や創業の推進

3 会員組合、組合員企業のニーズに即した事業の実践と弾力的な運用

4  中小企業経営力強化法の認定支援機関として､より専門性の高い支
援事業の実現

5 国、県等の中小企業施策の積極的な活用と推進

【総会の様子】

【開会挨拶：桑原副会長】

【祝辞：石井秋田市副市長】

【祝辞：堀井副知事】

【乾杯：片山商工中金秋田支店長】
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平成26年度　新役員名簿

… （敬称略、ゴシックは新任）

役職名 氏名 所属組合名

会　長 藤澤　正義 秋田県鐵構工業協同組合

副会長 桑原　　功 協同組合秋田卸センター

〃 菊地　成一 秋田県木材産業協同組合連合会

〃 平澤　孝夫 秋田県商店街振興組合連合会

〃 小玉真一郎 秋田県酒造協同組合

専務理事 髙橋　清悦 （専従）

常任理事 後藤　　一 秋田県菓子工業組合

〃 加藤　憲成 秋建協同組合

〃 大門　一平 秋田県印刷工業組合

〃 白石　光弘 秋田県農業機械商業協同組合

〃 高橋　正男 秋田管工事業協同組合

理　事 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

〃 伊藤　和宏 秋田市工業団地協同組合

〃 武藤　真人 秋田県パン協同組合

〃 進藤　政弘 協同組合秋田市民市場

〃 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

〃 千葉三四郎 秋田県電気工事工業組合

〃 伊藤　隆康 秋田県ハイヤー協同組合

〃 西村紀一郎 秋田県石油商業協同組合

〃 佐野　元彦 秋田市中小企業従業員共同宿舎協同組合

〃 佐藤　　潤 秋田県中小企業青年中央会

〃 藤原恵美子 あきたレディース中央会

監　事 齊藤　正敏 秋田県物流事業協同組合連合会

〃 佐藤　政則 秋田市通町商店街振興組合

〃 千葉　倉男 秋田県自動車整備商工組合

【新会長・副会長紹介】

会長就任のご挨拶

秋田県中小企業団体中央会

会長　藤
ふじさわ

澤　正
まさよし

義

このたび、6月11日に開催された平成26年度

通常総会におきまして、塩田会長の後を引き継

ぎ、中央会会長を拝命いたしました藤澤正義で

ございます。

故塩田会長におかれましては、平成22年6月

から2期4年に渡り中央会の会長を務められ、任

期中は、東日本大震災、消費税率の引き上げ等、

様々な困難を乗り切り、私たちの先頭に立って

ご指導頂きました。心から御礼を申し上げ、ご冥

福をお祈りいたします。

さて、中央会には、340を超える多数の組合

が加盟しており、その傘下の組合員企業は延べ

4万7千社にのぼりますが、中央会の景況調査を

見ても、消費増税やエネルギー価格の高騰等に

より、会員の皆様は未だ厳しい状況が続いてい

ると認識しております。

我が国経済は、2020年東京オリンピック開

催が決定したことによる社会資本整備が行われ

ているなど、確実に景気回復が進んでいるとい

われております。一方、我が秋田県においては、

中央との経済格差の拡大、少子高齢化の進展な

ど、まだまだ厳しい状況にありますが、私たち

は、この厳しい状況に立ち向かい、そして、乗り

越えていかなければなりません。

私は、日頃社員に対して「一歩ずつ着実に前進

し続ける努力の積み重ねを大切にしよう」と指

導しておりますが、中央会の運営においても、背

伸びすることなく、会員組合の皆様の声を大事

にしながら一歩ずつ着実に前進する所存であり

ます。

また、中央会の行動目標である「強い組合・強

い企業づくり」の実現に向かって、副会長さんは

じめ、役員の皆さんとの連携を深め、情報交換を

行いながら誠心誠意取り組んで参ります。

会員組合と傘下の組合員企業のご発展をご祈

念いたしますとともに、皆様方におかれまして

は、従前にも増して中央会へのご支援ご鞭撻を

お願い申し上げまして就任の挨拶とさせていた

だきます。
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栄えある受賞を心からお慶び申し上げます

秋　田　県　知　事　表　彰

【優良組合】 【組合功労者】

組合名 所在地 理事長名 氏名 組合名 役職名

鹿角衛生協業組合 鹿角市 豊口　　裕 佐藤　和喜 秋田県花卉小売商業協同組合 理事長

近藤　隆平 秋田県製麺協同組合 理事長

【優良組合表彰（豊口理事長）】 【組合功労者表彰（佐藤理事長)】 【組合功労者表彰（近藤理事長）】

秋田県中小企業団体中央会会長表彰

【優良組合】

組合名 所在地 理事長名

秋田県保険代理業協同組合 秋田市 工藤　和夫

能代山本繊維協同組合 能代市 三浦　忠洋

ライフケア広域協業組合 横手市 土谷　龍彦

【組合功労者】

氏名 組合名 役職名 氏名 組合名 役職名

小野寺　盛 秋田県再生資源商工組合 理事長 川原　弘義 湯沢市大町商店街協同組合 理事

浅利　　滋 秋田県味噌醤油工業協同組合 理事長 滝沢　幸夫 協同組合秋田古紙回収協会 理事

小玉真一郎 秋田県酒造協同組合 理事長 鈴木　満彦 協同組合秋田県中小企業労務協会 理事

山岡緑三郎 上野台堆肥生産協同組合 理事長 村岡　吉朗 平鹿建設事業協同組合 理事

村岡　兼幸 秋田県生コンクリート工業組合 理事長 吉田　孝司 北鹿電気工事業協同組合 理事

高橋　良治 協同組合秋田青果低温センター 副理事長 阿部　富廣 秋田県主食集荷商業協同組合 理事

鶴谷　長史 協同組合大館市資源回収センター 副理事長 照井　　昇 秋田県主食集荷商業協同組合 理事

佐藤　善勝 秋田県印刷工業組合 副理事長 嘉村　俊治 赤帽秋田県軽自動車運送協同組合 理事

加茂谷　仁 秋田市通町商店街振興組合 副理事長 柴田　吉松 秋田県電気工事工業組合 理事

沼倉　正八 秋田県自動車整備商工組合 副理事長 櫻井　範英 秋田県自動車整備商工組合 理事

佐々木憲昭 能代山本生コンクリート協同組合 副理事長 尾形　一美 秋田電気工事協同組合 理事

三戸　俊彦 秋田県印刷工業組合 常任理事 深堀　建治 協同組合秋田市民市場 監事

塚本　　高 秋田県菓子工業組合 常任理事 佐藤　健吉 赤帽秋田県軽自動車運送協同組合 監事

清水　英夫 秋田県外材協同組合 理事 林　　勇一 秋田市工業団地協同組合 監事

加賀谷　実 協同組合秋田市民市場 理事 鈴木　　勝 秋田県クボタ販売協同組合 監事

山下　栄一 秋田市通町商店街振興組合 理事

【組合功労者表彰（総代：小野寺理事長）】
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【組合専従優秀職員】 【感謝状】

氏名 組合名 組合名 所在地 理事長名

齊藤　栄幸 県南自動車整備協業組合 秋田中央遊技業協同組合 秋田市 新井　弘泰

伊藤　武志 秋田県主食集荷商業協同組合

藤原　優子 協業組合湯沢車検センター

上野　藤彦 男鹿温泉郷協同組合

小松　昭夫 秋田県葬祭業協同組合

嵯峨　　正 秋田県中央トラック事業協同組合

刑部　　誠 秋田県火災共済協同組合

高山　　尚 秋田県パン協同組合

佐藤美菜子 大曲仙北電気工事協同組合

猪股万里子 秋田電気工事協同組合

【表彰を受けられた皆さま】

【懇親会の様子】

【本会藤澤会長（中央）】【森本審議委員（右）と小田秋田支店長】

日銀と本県経済団体との懇談会が開催

6月19日（木）、日本銀行の森本宜久審議委員が来秋し、秋田市の秋田キャッスルホテルにおいて、本県の金
融・経済団体関係機関との懇談会が開催され、佐竹敬久秋田県知事や本会の藤澤正義会長のほか、商工団体等
の役員が出席しました。

日銀の政策委員会のメンバーが来県するのは2年ぶりで、会議の冒頭、森本審議委員が最近の経済・物価情
勢や金融政策に触れながら、「日本経済の先行きは､企業収益が改善し､雇用や賃金、設備投資の増加などを伴
いながら実体経済がバランス良く持続的に改善していくもとで、物価上昇率も次第に高まっていく姿を見込
んでいる。それには、供給力の向上に呼応する需要を創造し続けて行くことが不可欠であり、日本銀行でも成
長基盤強化を支援するための資金供給などに積極的に取り組んでいる。」等、日本経済の見通しと日銀の取組
について説明がありました。

引き続き行われた懇談会で、本会の藤澤会長は、「本会で実施した各種調査結果では、消費税増税の影響につ
いては、影響は感じるが予想の範囲内とする声が多く、3 ヶ月程度で回復するという向きが増えている。これ
と呼応するように4月に大幅な落ち込みとなった景況のDI値も非製造業は回復傾向にあるが、製造業では依
然として厳しい状況にあるなど業種によるばらつきが見られる。自社の経営や売上額の今後の見通しについ
ては悪化するという懸念を抱いている経営者が多く、資金繰りや設備資金等の要請に対して、引き続き万全の
対策を講じるよう金融機関に対しての指導をお願いしたい。」と述べられました。
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国等への要望事項を審議
� 〜第3回理事会を開催〜

6月24日（火）、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において平成26年度第3回理事会を開催しました。

はじめに藤澤正義会長より、「塩田前会長の遺志を引き継いで皆さんと一緒に頑張っていきたい。本日は、国

等への本県要望事項を審議するため、各業界の生の声を聞かせてもらいたい。」との挨拶がありました。

引き続き藤澤会長が議長となり、会員の加入及び脱退についての承認や、今年度の重点事業及び新規事業に

ついて説明を行ったほか、国等へ要望する本県要望事項について活発な意見交換が行われ、「電気料金の引き

下げの実現」や「法人税減税に伴う外形標準課税の適用拡大反対」等の新規6項目を含む6分野20項目が決定さ

れました。

なお、今回決定した要望事項は、7月8日（火）に宮城県で開催される「東北・北海道中小企業団体中央会連絡

協議会会長会議」等の審議を経て、来る10月23日（木）に開催されます「第66回中小企業団体全国大会」での決

議を受けて、国等の関係省庁に要望することになっております。

【総合・組織】

1	 さらなる経済対策の実行

2	 中小企業対策予算の拡充

3	 高速道路ネットワークの整備促進

4	 ものづくり補助金の継続・改善

5	 地方再生システムの構築について（新規）

6	 	少子高齢化対策と女性活用について	
（新規）

7	 電気料金の引き下げの実現（新規）

【官公需】

8	 競り下げ方式の廃止

9	 	中小企業向け官公需発注機会及び発注額
の増大

【金融】

10	 資金繰り対策の継続

11	 	個人保証を徴求しない金融システムの実現

12	 信用組合に対する支援強化（新規）

【税制】

13	 消費税のさらなる引き上げの延期

14	 事業承継税制の拡充

15	 	法人税減税に伴う外形標準課税の適用拡
大反対（新規）

【商業】

16	 商店街等に対する支援の継続

17	 安心・安全なまちづくりへの対応

【労働】

18	 最低賃金の一律引き上げ反対

19	 外国人技能実習生の社会保険料免除

20	 協会けんぽへの財政支援の拡充（新規）

要望項目（20項目）

【理事会の様子】
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景況レポート
（5月分・情報連絡員80名）

景況は依然として低調に推移
〜原材料の高騰により製造業が悪化に転じる〜

【概況】5月分の県内景況は、前年同月と比較して、景況が「好転」した
とする向きが15．2％（前月調査15．0％）､「悪化」が40．5％（同41．
3％）で、業界全体のDI値は−25．3となり、前月調査と比較して1．0
ポイント上回った。
　内訳として、製造業全体のDI値は−25．0となり、前月調査と比較
して12．5ポイント下回った。非製造業全体のDI値は−25．6となり、
前月調査と比較して9．9ポイント上回った。
　非製造業は、前月調査と比較してやや持ち直しており、消費税増税
の影響について、駆け込み需要による反動減は予想の範囲内だった
という報告や、落ち込み幅が縮小しているという報告が見られた。
　一方、製造業では、一部の業界を除いて消費税増税前の駆け込み需
要による反動減や原材料費等のコスト高が響き、前月調査と比較し
て売上や収益状況が悪化した。
　また、消費者の購買意欲の低下を懸念する声や、低価格競争により
利益の確保が困難になっている報告も見られることから、来月以降
の景気動向を注視していく必要がある。
… （回答数：80名　回答率：100％）

※DI値とは、Diffusion…Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、増加（好転）したとする企業割合から、減少（悪化）したとする企業割合を差し引いた値です。
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業 界 の 声

食料品
（味噌醤油）

4月の出荷量は、消費税増税前の駆け込み需要の反動減により、前年同月比で味噌が74．
4％、醤油が78．8％と低調に推移した。

繊維製品 引き合いは増加傾向にあるが、消費税増税の影響により経費が上昇しているため、総体的
に景気の回復感はない状況となっている。

木材・木製品
（一般製材）

原木仕入量は、5，937㎥（前期3，452㎥）となり前期比2，485㎥の増加、原木消費量は、9，
506㎥（同7，677㎥）で同比1，829㎥の増加となった。また、製品売上数量は、3，079㎥
（同2，752㎥）で同比327㎥の増加となった。なお、製品売上数量が増加していることに伴
い、原木の安定確保が課題となっている。

木材・木製品
（素材生産）

消費税増税前の駆け込み需要の反動により、荷動きが悪くなると予測していたが、前年同
月と比べ好調に推移した。

印刷 昨年夏以降の電気料金の値上げが大きな負担になっているほか、消費税率引き上げに伴う料
金改定や円安による諸材料の値上げが進んでおり、総体的に景気が回復しているという実感
はない。（中央地区）

窯業・土石
（生コンクリート）

5月の出荷数量は前年同月比108．3％となった。現在、地区ごとに価格の上昇が見られ、一
部地区においては原材料費の値上がり分等を価格転嫁できない状況となっている。そのた
め、今後は地区ごとに価格差が広がると予測している。

鉄鋼・金属
（機械金属）

前月同様に新規受注が減少しているが、見積件数は確保できているため、発注に結びつく
ことを期待したい。

一般機械 受注面は、前年同月比で増加傾向にあるが、単価や納期面など取引条件は依然として厳し
い状況となっている。

その他の製造業
（漆器）

売上は前年同月比でほぼ横這いであり、消費税増税の影響は感じられない状況となっている。
今後開催される国民文化祭のプレイベントや様々な企画展等による活性化を期待している。
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● a la carte●アラカルトアラカルトアラカルト

6月13日（金）、秋田県商工会館「ホール80」において、経済5団体に対し、佐竹敬久秋田県知事や小林泰樹秋
田労働局長等による新規高卒者の県内就職についての要請が行われ、本会からは髙橋清悦専務理事が出席し、
小林泰樹秋田労働局長から要請書を受け取りました。

佐竹知事や小林秋田労働局長は、今春は新卒者の就職率が良かったものの、県内就職については前年比マイ
ナスとなったことや、平成27年度は全国的な求人数の増加により、秋田県内と大都市圏の人材獲得競争の激
化が予想されることから、求人票の早期提出や早期内定について経済団体の積極的な対応を求めました。

■経済団体に対し新規高卒者の雇用について要請

【意見交換の様子】

卸売（商業卸） 消費税増税前の駆け込み需要の反動により前年同月比で売上が減少している。また、今後
の消費者の購買意欲低下を懸念している。

小売
（自動車販売）

5月の新車販売台数は、登録自動車が1，621台（前年同月比89．9％）､軽自動車が2，229
台（同99．7％）となり、合計3，850台（同95．3％）であった。なお、前月に比べて、消費税増
税前の駆け込み需要の反動減による落ち込み幅は小さくなっている。

小売
（石油販売）

県外企業や大型小売店に併設している安価なガソリンスタンドの影響により、低価格競争
が激化しているため、利益を確保できず苦戦を強いられている。

小売
（クレジット）

消費税増税の影響により、家電や家具等の販売数量が減少に転じ、婦人服などの衣料関連
商品も売上が不振であった。

商店街 5月は売上に大きな変動はなく、消費税増税前の駆け込み需要の反動減も予想の範囲内で
あった。（大館市）

サービス
（旅行）

国内旅行は、消費税増税前の駆け込み需要による反動減により、前年同月比77．0％となり
2割ほど売上が減少した。また、海外旅行は、タイの政局的問題や韓国船沈没事故等の影響
で同80．0％となり、国内、海外旅行ともに低調に推移した。

建設業
（一般建築）

震災関連の公共工事があるが、石油製品の値上がりのため材料コストが大幅に増加してい
る。そのため、採算が合わず2次製品を多く使用する工事は不調、不落が続いており、景況
が良いとはいえない状況となっている。

建設業（管工事）5月は例年同様、資材の動きが少ない状況となっているが、ようやく工事の発注案件が出
てきたため、来月以降の売上増加を期待したい。

運輸業
（トラック）

前月同様に輸送量は回復しておらず、燃料価格の上昇が長期間続いているため、厳しい経
営状況となっている。

その他の製造業
（砂利採取）

骨材の採取の動きが若干好転傾向となっており、昨年、国へ河川砂利採取について要望書
を提出した結果であると考えている。（中央地区）
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■街路灯のLED化で自治体と連携　〜能代山本電気工事協同組合〜
能代山本電気工事協同組合（小野義光理事長）では、山本郡三種町に対し、ESCO事業の活用による経費節減効

果について提案し、町内の街路灯のLED切替工事とその後10年間の維持管理業務
について共同受注しました。

当組合が三種町の組合員を通じ、街路灯のLED化による電気代の節約や、民間
委託による維持管理費の節減について繰り返し提案を行った結果、三種町議会で
事業化が検討され2月に仮契約を行い、先月、町議会の予算決定を受けて正式に契
約を締結しました。なお、ESCO事業の活用による三種町の経費節減効果は10年
間で1，800万円と試算されています。

事業計画では、9月30日までに新たな設置を含む3，250基のLED切替工事を完
了することとなっており、三種町の組合員が順次切替作業を行い、既に半数近く
の切替が終了しました。

小野理事長は、できるだけ多くの組合員が携われるよう、今後、他地区において
も積極的な提案活動を行い、ESCO事業の共同受注を目指すこととしています。 【LED切替作業の様子】

これに対し本会髙橋専務理事からは、「企業においては、若年層
の職場定着率の低さが問題となっていることから、本会では今年
度、『あきたの若者職場定着促進事業』を実施し、若年者の雇用状況
や定着率等を調査するとともに、成功事例の分析や専門家を活用
して問題解決を図る等、若年者の職場定着率を向上させ、優秀な人
材の確保に結びつけたい。」と話しました。

なお、平成27年3月の高校卒業予定者に対する求人受付は6月
20日から開始されています。会員組合及び組合員企業の皆様方に
おかれましては、高校卒業予定者に対する採用枠の拡大と求人票
の早期提出について、ご協力をお願いします。

ESCO事業とは
事業者が省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、省エネルギー効果で生まれた利益を報酬と

して受け取る仕組みのこと。

【要請書を受け取る髙橋専務理事（左）】

新理事長紹介新理事長紹介 役員改選により、下記の方々が新しく理事長に選出されましたので、
ご紹介します。

－会員組合の皆様へ－
本コーナーでは、平成26年4月1日以降の理事長交代について紹介させていただきます。
新しい理事長が選出された場合は、毎月20日までお知らせいただいた方について、翌月号で紹介いたしますので、本

会企画広報課までお知らせください（☎018－863－8701）。
併せて、組合のイベント情報などもお寄せください。

秋田製材協同組合（秋田市）

 理事長　小松　隆明さん

組合員名：三光製材株式会社
役　　職：取締役
改  選  日：平成26年5月26日

秋田県商工振興協同組合（秋田市）

 理事長　藤澤　正義さん

組合員名：秋田県鐵構工業協同組合
役　　職：理事長
改  選  日：平成26年5月30日

鹿角市花輪新町商店街振興組合（鹿角市）

 理事長　切田　利明さん

組合員名：有限会社切田屋
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成26年5月29日

協業組合秋田クリーン（秋田市）

 理事長　加藤　宗初さん

組合員名：有限会社太平
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成26年6月13日
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【テープカットの様子】 【ミシンショーの様子】

第38回アパレル産業機器展　東北ミシンショーが開催	
	 〜秋田県アパレル産業振興協議会〜
6月7日（土）・8日（日）の2日間にわたり、横手市の秋田ふるさと村ドーム劇場において東北六県縫製団体連

合会による東北ミシンショーが11年ぶりに本県で開催されました。
ミシンショーは、秋田県アパレル産業振興協議会（佐々木繁治会長）が実行委員となり、縫製関係事業者の情

報交換のみならず、地域全体のにぎわいを創出することを目指して各種イベントを企画しました。
当日は、高橋大横手市長らによるテープカットで開場し、最新アパレル機器や縫製業各社が製作したアパレ

ル製品が多数展示されたほか、来場者にその場で写真撮影したプリントを施したトートバッグのプレゼント
や、全国でも珍しい移動販売車によるオーダーメイドスーツの実地販売を行う等工夫を凝らし、県内外から2
日間で延べ5，325人が来場（前年度比115％）し大成功を収めました。

なお、来年度も横手市の同会場にてミシンショーを開催する予定です。

支 団 活 レ ー援 体 動 ポ ト
平成26年度通常総会を開催、新役員を決定　〜秋田県商店街振興組合連合会〜
6月11日（水）、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において秋田県商店街振興組合連合会（平澤孝夫理事

長）の平成26年度通常総会が開催され、平成25年度の事業報告及び収支決算が承認されたほか、平成26年度
事業計画、収支予算等すべての議案が満場一致で原案どおり可決決定されました。

また、任期満了に伴う役員改選が行われ、理事長に平澤孝夫氏（秋田市駅前広小路商店街振興組合理事長）、
副理事長には塚本真木夫氏（能代市畠町商店街振興組合理事長）がそれぞれ再任されました。

今年度は、県内商店街活性化のための各種事業を実施するほか、昨年度に引き続き、全国商店街振興組合連
合会の補助事業である地域商店街活性化事業の応募申請窓口として県内商店街に積極的な働きかけを行い、
本補助金の活用促進を図るとともに、応募申請に関する支援を行うこととしています。

平成26年度通常総会を開催、新役員を決定　〜あきた食品振興プラザ〜
6月24日（火）、秋田市のホテルメトロポリタン秋田にお

いて、あきた食品振興プラザ（後藤一会長）の平成26年度通
常総会が開催され、平成25年度の事業報告及び収支決算が
承認されたほか、平成26年度事業計画、収支予算等すべて
の議案が満場一致で原案どおり可決決定されました。

また、任期満了に伴う役員改選が行われ、会長に後藤一氏
（秋田県菓子工業組合理事長）、副会長には矢吹達夫氏（秋田
県豆腐油揚商工組合理事長）、小玉真一郎氏（秋田県酒造協
同組合理事長）、近藤隆平氏（秋田県製麺協同組合理事長）がそれぞれ再任されました。

今年度は、昨年度に引き続き業界振興に貢献できる人材の育成事業や、商品開発及び商品改良を支援する開
発支援事業等を行うほか、新たに販売促進支援事業を実施することとしています。

販売促進支援事業では、10月に本県で開催される第29回国民文化祭に合わせ、来場者向けに共同でショッ
ピングカタログを作成するほか、関連イベントの情報提供等を通じ会員の販促活動を支援する予定です。

【総会の様子】



秋田流通サービス事業協同組合

〒013-0001　秋田県横手市杉沢字中杉沢 592番地の 3
TEL 0182-33-2561　FAX 0182-33-1299

※順不同

㈱出羽運輸 里見運送㈲ 合資会社塩喜運送

㈲川津商事 千歳運送㈲ ㈲丸橋運輸

六郷小型貨物自動車運送㈱ 姉崎商運㈱ ㈱三ウラ産業

㈱仙建 豊幸商事運輸㈲ 大曲小型貨物自動車運送㈱

㈲藤原運送 ヨコウン㈱ 十文字運送㈱

角間川運送㈱ 田沢湖運送㈱ 川連運送㈱

エコー運輸㈱ 湯沢運送㈱ ㈱美郷運輸

㈱岡部興業 ㈲北國急行 

山　岡　緑三郎

〒010-0967
秋田市高陽幸町8番17号
TEL.018-883-1888
FAX.018-883-1822

保険&リース

リースと保険のご相談は

株式会社 北日本ベストサポート
（旧 北日本リース）

〒011-0901 秋田市寺内字三千刈110-1　TEL.018-888-3500　FAX.018-888-3505

デジタルネットワークでのアドバンテージ。
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