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1 藤澤正義氏を会長に再任
	 〜平成28年度通常総会を開催〜

6月14日（火）、秋田市の秋田キャッスルホテルに
おいて、本会の平成28年度通常総会を会員308名

（ 代理出席34名、 委任状出席205名を含む。）
出席の下で開催しました。

議案の審議に先立ち、本会藤澤正義会長は、4
月14日以降断続的に発生している熊本地震で被
災された皆様に対するお見舞いの言葉と、我々の
仲間である熊本県中央会へ本会より義援金をお
送りした旨を報告した後、「国より『強い経済』、『子
育て支援』、『社会保障』の新3本の矢が示され、地
方創生とともに一億総活躍社会の実現に向けた
経済政策が打ち出されたが、その恩恵は待ってい
て届くものではなく、自らが積極的に挑戦し行動を
起こすことが重要であり、本会では会員組合の皆
様がチャンスを確実に活かせるよう、迅速な情報発
信と経営に役立つ事業提案を徹底していく。」と挨
拶しました。

続いて、議長に白石光弘氏（秋田県農業機械商
業協同組合理事長）を選任し議案の審議に入り、
平成27年度一般会計・特別会計事業報告書、財
産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処
分案が承認されたほか、3つの新規事業の実施を
含めた平成28年度一般会計・特別会計事業計
画及び収支予算の設定など全ての議案が満場一
致で承認・可決されました。

また、任期満了による役員改選では藤澤会長を
再任したほか、理事30名、監事3名を選出しました。

とりわけ、平成27年度の事業報告では、本会
支援事業のうち「青年部研究会事業」を活用し課
題解決に取り組んだ協同組合大館商店会青年部

（小池昌平副会長）ならびに「経営力強化支援事
業」を活用した株式会社諸井醸造（諸井秀樹社
長）より、事業活用の背景や取組内容、得られた成
果について発表が行われ、出席者は今後の事業
運営の参考とすべく、熱心に聴き入っていました。

引き続き、通常総会終了後に表彰式を開催し、
優良組合4組合、組合功労者等40名に対し、秋田
県知事表彰ならびに秋田県中小企業団体中央会
会長表彰がそれぞれ授与されました。

その後、会場を移して開催された懇親会には
150名が出席し、来賓を代表して佐竹敬久秋田県
知事ならびに穂積志秋田市長より祝辞が述べられ
た後、工藤嘉範秋田県議会議員（産業観光委員
長）による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。

［開会挨拶：藤澤会長］



2

栄えある受賞を心よりお慶び申し上げます

秋 田 県 知 事 表 彰
【優良組合】 （敬称略） 【組合功労者】 （敬称略・順不同）

組　合　名 所在地 理事長名 氏　名 組　合　名 役職名

秋田自動車事業協同組合 秋田市 三浦　　潔 大門　一平 秋田県印刷工業組合 理 事 長

佐賀　善美 コーディネート秋田協同組合 理 事 長

秋田県中小企業団体中央会会長表彰
【優良組合】 （敬称略・順不同）

組　合　名 所在地 理事長名

仙北中央自動車協業組合 大仙市 伝農　善亮

二ツ井町商業協同組合 能代市 田口　幸正

能代ポイントカード事業協同組合 能代市 関戸　　實

【組合功労者】 （敬称略・順不同）
氏　名 組　合　名 役職名 氏　名 組　合　名 役職名

木村　廣治 県北自動車整備協業組合 理 事 長 鎌田　正一 秋田電気工事協同組合 理 事

網　　幸太 秋田県木材産業協同組合連合会 理 事 長 渡邊　英司 秋田県菓子工業組合 理 事

伊藤　隆康 秋田県ハイヤー協同組合 前理事長 木村　正志 北鹿電気工事業協同組合 理 事

川村　和男 秋田県自動車車体整備協同組合 副理事長 沢田　　壽 秋田県自動車整備商工組合 理 事

鈴木　　勇 秋田物流ネットワーク協同組合 副理事長 佐藤　和彦 秋田県電気工事工業組合 理 事

藤井　　健 協同組合横手卸センター 副理事長 菅原　清平 秋田県鳶土木事業協同組合 理 事

菅野　　久 協同組合秋田市民市場 副理事長 渡部　敏雪 秋田県鳶土木事業協同組合 理 事

小竿　憲隆 秋田県再生資源商工組合 理 事 高橋　　稔 仙北中央自動車協業組合 監 事

鈴木　恭三 秋田県南電気工事協同組合 理 事 村上　周二 秋田物流ネットワーク協同組合 監 事

阿部　康隆 秋田県自動車車体整備協同組合 理 事 鈴木　　勝 秋田県農業機械商業協同組合 監 事

中村　　勵 協同組合秋田技能社 理 事 菊池　　豊 秋田県自動車整備商工組合 監 事

工藤　幸子 秋田県印刷工業組合 理 事 髙井　宏司 秋田県火災共済協同組合 監 事

保坂　　隆 協同組合秋田市民市場 理 事

［受賞された皆様］

　［優良組合表彰
（三浦理事長代理：佐藤氏）］　

［組合功労者表彰（大門理事長）］

［優良組合表彰（田口理事長）］［優良組合表彰（伝農理事長）］

［組合功労者表彰（佐賀理事長）］

［優良組合表彰（関戸理事長）］
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【組合専従優秀職員】� （敬称略・順不同） 【中央会事務局専従者】
氏　名 組　合　名 氏　名 組　合　名

菅　　芳信 秋田県主食集荷商業協同組合 山本　繁広 事業振興部工業振興課　主査

丹波　早苗 秋田県主食集荷商業協同組合

冨岡　誠子 平鹿建設事業協同組合

畠山　　正 県北自動車整備協業組合

藤原　　剛 仙北中央自動車協業組合

大川　　俊 秋田県ハイヤー交通共済協同組合

堀内　真吾 協同組合秋田県中小企業労務協会

倉田　直子 協同組合秋田卸センター

梶原　明子 協同組合秋田卸センター

長谷川るみ子 秋田県自動車整備商工組合

小柴　孝之 能代山本生コンクリート協同組合

張山　彰仁 秋田県生コンクリート工業組合

［新役員名簿］� （敬称略、太字は新任）

役職名 氏　名 所属組合
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
〃 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
〃 加藤　憲成 秋建協同組合

専務理事 伊藤　邦夫（専従）
常任理事 後藤　　一 秋田県菓子工業組合
〃 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
〃 佐賀　善美 コーディネート秋田協同組合
〃 佐野　元彦 秋田市中小企業従業員共同宿舎協同組合

理 事 村岡　淑郎 秋田県火災共済協同組合
〃 矢吹　達夫 臨海食品協業組合
〃 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
〃 進藤　政弘 協同組合秋田市民市場
〃 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
〃 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
〃 西村紀一郎 秋田県石油商業協同組合
〃 網　　幸太 秋田県木材産業協同組合連合会
〃 佐藤　政則 秋田県花卉小売商業協同組合
〃 本多　秀文 秋田管工事業協同組合
〃 三浦　　潔 秋田県自動車整備商工組合
〃 山城　久和 大館市大町商店街振興組合
〃 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 秋田県トラック運送事業協同組合
〃 半田　雅之 秋田県葬祭業協同組合
〃 山王丸洋一 秋田県自動車車体整備協同組合

［組合功労者表彰（総代：木村理事長）］

［組合専従優秀職員表彰（総代：菅氏）］

［祝辞：佐竹秋田県知事］ ［祝辞：穂積秋田市長］ ［乾杯：工藤秋田県議会議員］

　　［左から小玉副会長・平澤副会長・
藤澤会長・桑原副会長］　　

藤澤会長へ2期目のスタートにあたり
今後の抱負をお聞きしました！

この度の通常総会で会長に再任され、2期
目をスタートさせて頂くこととなりました。

会員の皆様のご期待に応えなくてはとい
う気持ちで一杯であり、責任の重さを痛感し
ています。

私は、日頃より職員に対し、「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、
率先して汗をかこう。」とアドバイスしてい
ます。

本会の事業体制は、従来の組合運営に加
え、組合事業や組合員企業の経営・収益に重
点を置いた体制に変わってきています。

このため、常に問題意識をもち、新しい発
想と意欲、スピード感をもって積極的に取り
組むとともに、会員組合の皆様の生の声を第
一に、支援に向けたアクションを起こしてい
きたいと考えています。

会員組合・関係各位の皆様には、今後とも
ご支援・ご協力のほど宜しくお願いいたし
ます。
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平成28年度、秋田県では、「第2期ふるさと秋田元気創造プラン」のもと、『あきた未来総合戦略』と
『TPP』を見据えた「産業振興による仕事づくり」により、「県内企業の競争力強化」と「海外展開の推
進」を図ることとしています。

前月号に引き続き本号では、推進する5つの重点施策のうち、「施策3：『新エネルギー立県秋田』の
創造と環境・リサイクル産業の拠点化」、「施策4：海外取引の拡大と産業拠点の形成」及び「施策5：
秋田の産業を支える人材の育成」の概要についてご紹介します。

施策3　「新エネルギー立県秋田」の創造と環境・リサイクル産業の拠点化

■ 施策のポイント
　▼ 本県をフィールドとする効率的な風車メンテナンス人材育成システムの構築
　▼ 洋上風力発電の導入促進と「あきた洋上風力発電関連産業フォーラム」を通じた関連産業の育成
　▼ 水素エネルギーの取組推進に向けた産学官によるコンソーシアムの形成
　▼ 地熱エネルギーの多面的利用による地域振興に向けた調査・検討
　▼ 県営水力発電所の能力増強
　▼ 環境・リサイクル産業の創出・育成の推進
■ 施策の方向性
☞ 方向性1：新エネルギー関連産業の創出・育成
第2期秋田県新エネルギー産業戦略に基づき、本県の多様で豊富な再生可能エネルギーのポテン

シャルを生かし、風力発電等のさらなる導入拡大を図るとともに、メンテナンスや部品供給など関連
産業への県内企業の参入を促進するほか、県営水力発電の計画的な開発等により、発電能力の増強を
図ります。

主な取組
　　1　新エネルギー産業の創出・育成
　　　　　　　　　　　　　［予算額］ 2,933万円
　　2　県営水力発電の計画的な開発
　　　　　　　　　　　　　［予算額］ 14億2,820万円

☞ 方向性2：環境・リサイクル産業の拠点化
レアメタル等を含む廃小型家電や廃プラスチックなどの未利用資源について、本県の強みである鉱

山関連技術を活用したリサイクル化を促進し、廃棄物等の排出
抑制や減量化に寄与するリサイクル産業の集積を図ります。

主な取組
　　1　環境・リサイクル産業の創出・育成
　　　　　　　　　　　　　［予算額］ 4,984万円
　　2　レアメタル等金属リサイクルの推進
　　　　　　　　　　　　　［予算額］ 763万円

施策4　海外取引の拡大と産業拠点の形成

■ 施策のポイント
　▼  TPPを見据えた県内企業の海外展開支援（東南アジア諸国における海外展開のサポート、海外展示

会への出展や海外拠点の設置に向けた支援）
　▼ 秋田港の利用拡大と物流拠点化の促進（秋田港コンテナ取扱量拡大に向けた荷主奨励金制度の拡充）
　▼ 東アジア等との経済交流の拡大（企業間交流の促進、ロシア沿海地方にビジネスアドバイザーを配置）
　▼ 成長が見込まれる分野の誘致活動の推進と本社機能等の移転促進

「平成28年度秋田県産業労働部の
	 重点施策」のご紹介（2）

風力発電設備導入量

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000
H24 H25 H26 H27 H28 H29

実績目標
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380,000

440,000
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環境・リサイクル関連対象企業の製造品出荷額等
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（億円）
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■ 施策の方向性
☞ 方向性1：東アジア等とのビジネス拡大と物流ネットワークの構築
TPPの大筋合意を受け、県内企業のさらなる海外展開を推進するため、成長著しい東アジア等との

経済交流の推進や県内企業が海外に果敢に打って出るための環境を整備するとともに、秋田港を利用
した国際コンテナ航路のさらなる利用拡大を図ります。

主な取組
　　1　東アジア諸国との経済交流の拡大
　　　　　　　　　　　　　［予算額］ 1,429万円
　　2　県内企業の海外展開の促進
　　　　　　　　　　　　　［予算額］ 4,392万円
　　3　秋田港の国際コンテナ航路の利用拡大
　　　　　　　　　　　　　［予算額］ 4,313万円

☞ 方向性2：企業誘致の推進と企業の投資促進
輸送機や医療・医薬品、新エネルギー、ICT関連産業など成長が見込まれる分野の企業誘致に向け、

立地動向等の情報収集に努め、全国有数の支援制度や本県の強みをPRするとともに、誘致済企業への
きめ細かなフォローアップ等により工場等の新増設や本社機能等の移転を促進します。

主な取組
　　1　新たな企業立地と雇用の促進
　　　　　　　　　　　　　［予算額］ 43億6,148万円
　　2　本社機能等の移転促進　  ［予算額］ 9,285万円
　　3　新たな誘致企業の開拓　  ［予算額］ 1,213万円
　　4　企業ニーズに対応した工業団地の整備
　　　　　　　　　　　　　［予算額］ 10億6,722万円

施策5　秋田の産業を支える人材の育成

■ 施策のポイント
　▼  秋田の産業を支える若者の育成（県内企業の情報発信、マッチング機会の提供、職場見学会の実施、

女子学生を対象とした交流会の開催）
　▼ Aターン就職の促進（移住定住相談と就職支援の一体化したワンストップ支援、マッチング機会の提供）
　▼ 成長分野を担う産業人材の育成（技術専門校での職業訓練カリキュラムの充実）
■ 施策の方向性
☞ 方向性1：産業構造の変化に対応した産業人材の育成
秋田の将来を担う産業人材を育成するため、航空機や再生可能エネルギーなど成長分野を担う若い

人材の育成に取り組むとともに、技術専門校での職業訓練や在職労働者の技能の向上に向けた取組を
促進します。

主な取組
　　1　成長分野を担う人材の育成　　　　　　［予算額］ 2,482万円
　　2　職業訓練による産業人材の育成　　　　［予算額］ 4,439万円
　　3　在職労働者の技術・技能の向上　　　　［予算額］ 5,400万円

☞ 方向性2：県内就職の促進と多様な人材の確保
秋田の将来を担う高校生や大学生等の若年者の県内就職を促進するとともに、多様な知識や経験を

有する人材を確保するため、移住定住施策と一体となった相談体制を構築し、県外からのAターン就職
を促進します。

主な取組
　　1　若年者の県内就職の促進　［予算額］ 4,617万円
　　2　Aターン就職の促進　　　［予算額］ 2,768万円
　　3　プロフェッショナル人材の確保支援
　　　　　　　　　　　　　　　  ［予算額］ 5,859万円

平成28年度秋田県産業労働部の重点施策については、県ホームページ「美の国あきたネット」から
もご覧いただけます。

［URL］ http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1429493702533/index.html
平成28年度秋田県産業労働部予算のポイント 検索

企業の誘致件数及び誘致企業等の施設・設備の拡充件数
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景況レポート
（5月分・情報連絡員80名）

業界全体の景況感が3ヵ月ぶりに改善

※…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。

【概況（全体）】
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12.5％（前回調査7.5％）、「悪化」
が41.3％（同43.8％）で、業界全体のDI値は－28.8とな
り、前月調査と比較して7.5ポイント上回り、景況感は
3ヵ月ぶりに改善した。
全国及び東北・北海道ブロックとの比較では、本県の
景況DI値は、製造業は全国及び東北・北海道ブロックを
上回っているものの、非製造業は全国を若干下回り、低
い水準で推移した。

【業界別の状況】
業界別では、一部の鉄鋼・金属や小売業、建設業など
で景況感の改善が見られた。また、卸売業、商店街では悪
化割合が縮小した。
一方、木材・木製品では製品販売価格が値下がり傾向
にあり、印刷業は民間需要が減退している。また、運輸業
では荷動きに回復が見られず低調に推移するなど、多く
の業種で受注の減少や売上の不振が続いている。
全体の景況感としては、住宅着工をはじめとする需要
の減退や個人消費の低迷等により依然として景気の停滞が感じられる状況が続いており、年初来
の円高基調に起因する外需不振や価格競争もデフレ動向に一層拍車を掛けており、中小企業の先
行き不透明感は依然として増大している。

快晴
30以上

晴れ
10以上
30未満

くもり
△10以上
　10未満

雨
△30超　
△10未満

雷雨
△30以下
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界
の
景
況

項
目
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取
引
条
件

資
金
繰
り

雇
用
人
員

製 造 業

非製造業

業種　　

［天気図の見方］
 前年同月比のDI値をもとに
 作成しています。

［凡例］

【業 界 の 声】　〜製 造 業〜 （回答数：32名　回答率：100％）

食 料 品
（ 清 酒 ）

4月の清酒出荷量は1,968,404ℓで、前年同月比101.7％となり、6ヶ月ぶりに前年実
績を上回った。タイプ別では、吟醸酒が前年同月比107.5％、純米酒が同107.4％と好
調に推移した。

繊 維 工 業
（繊維製品）

紳士服の生産は、前年同月並みで推移した。婦人服では、受注量は確保できたものの、加
工賃の値下げやデザインの多様化により、品質を維持しながら目標数を達成することが
難しい状況であった。（県南地区）

木材・木製品
（一般製材）

住宅需要が低迷する中、競合他社が安価な製品を提供するなど、市況が安定しないため、
6月以降の製品販売価格は横ばいか値下がりで推移するものと推測される。（中央地区）

県内には若干動きが出てきたと感じている。製品販売価格は多少値下がり傾向だが、出
荷量は横ばいで推移している。（県南地区）

木材・木製品
（素材生産）

4月の秋田プライウッド向浜第二工場の火災の後、第一工場及び男鹿工場がフル稼働し、
合板の生産量は前年同月比で8割程度まで回復したが、合板用原木は冬期間の在庫量が
まだ多く、前月に引き続き荷動きは低調であった。今後、在庫量の消費が進むにつれ、回
復に向かうものと予想される。

印 刷 需要の増加や回復を実感するまでには至っていない。組合を脱退した企業の廃業があ
り、今後も同様の事態が発生することが懸念される。（中央地区）

窯業・土石製品
（生コンクリート）

5月の出荷数量は、前年同月比で84.7％となった。地区別では、大館北秋地区での落ち込
みが大きく、3月以降は前年同月比50％前後で推移している。

鉄鋼・金属
（機械金属）

4月の売上高は、631,022千円で前年同月比110.7％、前月比70.5％で推移した。

一 般 機 器
（金属加工）

受注は前年同月並みに推移したが、取引条件は依然として厳しい状況である。

その他の製造業
（ 漆 器 ）

大型連休から川連漆器工芸館への来館者数が増え始め、売上も目標額を達成し、前年同
月比で10％増加となった。今後も様々な企画展を考案している。

＜全国及び東北・北海道ブロックとの
	 景況DI値の比較＞

秋田県 全　国 東北・北海道

全 体 −28.8 −33.2 −28.6

製 造 業 −18.7 −34.5 −28.1

非製造業 −35.5 −32.2 −28.7

＜景況天気図＞
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【業 界 の 声】　〜非 製 造 業〜 （回答数：48名　回答率：100％）

卸 売 業
（商 業 卸）

各組合員企業とも需要の停滞を危惧しており、販売単価の低下・上昇難により、今後も
厳しい経営環境が続くものと予想している。（秋田市）

小 売 業
（みやげ品）

大型連休中の売上は、前年比65％となった。連休前に桜の時期が終わってしまったこと
と、団体旅行の貸切バス運賃が値上がりし、旅行客が減少したことが要因と考えられる。
しかし、連休明け以降の売上は、前年同月比で若干増加となった。

小 売 業
（クレジット業）

5月の総取扱高は、前年同月比で15％増加した。衣料品関連に、若干持ち直しの動きが見
受けられる。（大館市）

商 店 街 各組合員とも総じて売上は減少傾向にある。しかし、飲食業は前月に引き続き順調に推
移した。（秋田市）

消費税増税が延期となり、消費の更なる冷え込みは回避されたが、前回の消費税増税以
降の売上不振が未だに続いている。（大館市）

サービス業
（ 旅 行 ）

5月の売上は、前年同月比で国内旅行が151.7％、海外旅行が60.0％となった。国内旅
行は前月に引き続き好調に推移した。

建 設 業
（建築リフォーム工事）

消費税増税の延期が発表されたが、それ以前に増税前の駆け込み需要の動きがあり、例
年よりも受注が若干増加した。

建 設 業
（電気工事）

新築、増改築工事ともに受注量は前年同月比で若干増加した。しかし、職人の高齢化と人
材不足は、前年よりも深刻な状況となっている。（大仙市）

運 輸 業
（トラック）

5月に入っても荷動きは一向に回復せず、未だ本来の動きになっていない。（中央地区）

その他の非製造業
（砂利採取）

生コン用骨材の出荷量は前年同月並みで推移したが、路盤材等の骨材は、相変わらず荷
動きが鈍い状況であった。（県南地区）

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】
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● a la carte●アラカルトアラカルトアラカルト
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。新理事長紹介

－会員組合の皆様へ－
本コーナーでは、会員組合の理事長交代につい

て紹介しています。
今後、新しい理事長が選出された場合は、本会総

務企画課（☎018-863-8701）までお知らせ下さい。
併せて、組合活動の様子やイベント開催等の情

報も多数お寄せ下さい。

 鹿角市花輪新町商店街振興組合（鹿角市）
 理事長　山崎　豊さん
組合員名：株式会社新酒屋
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成28年5月27日
主な組合事業：販売促進事業

 秋田県管工事業協同組合連合会（秋田市）
 理事長　本多　秀文さん
組合員名：北環興業株式会社
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成28年5月25日
主な組合事業：教育情報事業

 大館曲げわっぱ協同組合（大館市）
 理事長　三ツ倉　和雄さん
組合員名：株式会社大館工芸社
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成28年5月31日
主な組合事業：共同販売事業

 由利本荘市管工事協同組合（由利本荘市）
 理事長　齋藤　淳一さん
組合員名：株式会社三共施設
役　　職：取締役本部長
改  選  日：平成28年5月20日
主な組合事業：共同購買事業

 中央素材生産事業協同組合（秋田市）
 理事長　佐藤　修さん
組合員名：有限会社佐藤林業
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成28年5月30日
主な組合事業：共同販売事業

 男鹿温泉郷協同組合（男鹿市）
 理事長　山本　貴紀さん
組合員名：株式会社雄山閣
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成28年5月9日
主な組合事業：共同購買事業

 協同組合秋田市卸売市場協会（秋田市）
 理事長　鈴木　信夫さん
組合員名：丸水秋田中央水産株式会社
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成28年5月28日
主な組合事業：共同施設の維持管理

アクションプラン策定による安定経営への転換を目指す
〜新設組合フォローアップ事業を開催（企業組合東由利特産物振興会）〜

本会では、財政基盤や組織体制が脆弱な新規
設立組合の立ち上がり時期をサポートし、円滑な
事業運営に繋げていくため、新規事業である「新
設組合フォローアップ事業」を平成27年度新規設
立組合のうち3組合を対象に実施します。

このうち、責任ある経営体制を確立し自主的な
運営を図るため設立された企業組合東由利特産
物振興会（村上主江理事長）では、これまで任意
団体として農産物等の加工・販売や地域の特産
である「やしおそば」等の食事を提供してきました
が、今後の人口減少や高齢化社会も見据えた経
営基盤の強化を図るべく、本事業を全4回にわた
り開催することとしました。

6月20日（月）、由利本荘市の当組合事務所に
おいて第1回研修会を開催し、組合員など4名が
出席しました。

講師を務めた株式会社小室経営コンサルタント

の小室秀幸社長からは、組織体制や売上・原価
管理、営業活動、競合商品等のヒアリングを行っ
た上で、「これまでは感覚で行っていたことを、数
字で把握し、明確な目標を設定することが新たな
戦略と取組を生む。」とのアドバイスがあり、今後
講じるべき対策の分析を行いました。

当組合では、本事業の実施により、黒字経営の
ための課題を設定し、アクションプランを策定する
ことにより、安定経営へ転換するための体制整備
を図っていくこととしています。

［第1回研修会の様子］
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支 団 活 レ ー援 体 動 ポ ト

平澤孝夫氏を理事長に再任（秋田県商店街振興組合連合会）

6月14日（火）、秋田市の秋田キャッスルホテル
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28年度通常総会が開催され、会
員9名（委任状出席を含む。）が出席しました。

総会では、平成27年度の事業報告書、財産目
録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案が
満場一致で承認されたほか、平成28年度事業計
画及び収支予算案などが原案どおり可決され、任
期満了による役員改選では平澤理事長（秋田市
駅前広小路商店街振興組合理事長）を再任した
ほか、理事6名、監事2名を選出しました。

当連合会では今年度、県内商店街の魅力を見
直し、地域に必要とされる組織として持続的に発
展すべく、商店街振興組
合指導事業を開催し、地
域商店街における活動的
な人材を育成するととも
に、「人」と「人」の繋がり
からコミュニティ機能を
発展させることができる
次世代の商店街リーダー
の養成に取り組んでいく
こととしています。

賑わい創出による商店街機能再生のための
 セミナーを開催します

次世代を担う若手リーダーの育成と県内商店街
の賑わい創出による商店街機能の再生に向け、当連
合会が主催するセミナーを下記により開催します。

商店街関係者の皆様は、是非ご参加下さい。

◆開催日時　7月15日（金）　午後2時〜
◆開催場所　秋田キャッスルホテル
◆開催内容

○第１部：基調講演
　「空き店舗活用での開業
　　　　　　人をよびこむまちづくり」
　講　師　NPO法人匠の町しもすわあきない
　　　　　プロジェクト　専務理事　原 雅廣 氏

○第２部：パネルディスカッション
　「開業者の誘致に成功させるための活動とは」

セミナーの詳細につきましては、当連合会事務局
（本会商業振興課：☎018-863-8701）までお問い
合わせ下さい。

ー各支援団体において平成28年度通常総会が開催ー
本会が支援する各団体において平成28年度通常総会が開催され、平成27年度事業報告及び収支

決算が承認されたほか、平成28年度事業計画及び収支予算の設定など、全ての議案が満場一致を
もって承認・可決されました。

また、任期満了に伴う役員改選や研修会なども併せて開催されましたので、ご紹介します。

【組合の紹介･PR】
本県の原木等素材の生産

量が増加傾向にある中で、
今後は新たに木質バイオマ
ス発電所が稼働するため、
需要の増加が見込まれてい
ます。

一方、他県においても新たな合板材工場や木
質バイオマス発電所の設置が予定されており、
他県からの素材供給量は大幅に減少すること
が予想されています。

このため、本県において需要に対応した供給
量の確保を図っていく必要があり、素材の安定
供給を図るための共同事業を実施すべく、秋田
県素材生産流通協同組合を設立しました。

兼子富市理事長

秋田県素材生産流通協同組合
	 〜中小素材生産事業者による原木等素材の安定供給を目指す〜

新設組合紹介新設組合紹介

【理事長から一言】
本県の素材生産量は、平成25年に長年の目標で

あった100万㎥を超え、翌年には122万㎥の生産
量を確保しましたが、木質バイオマス発電の本格
導入などにより原木の流通は大きな転換期を迎え
ており、早期に供給体制の整備を図る必要があり
ます。

しかしながら、本県の素材生産事業者は零細な
事業者が多いことから、新たに全県的な組合を組
織し、素材の安定供給に向けた各種共同事業を精
力的に実施してまいります。

●所  在  地　秋田市南通亀の町6番40号
●代表理事　兼子　富市
●出  資  金　9,500,000円
●組合員数　95名
●主な事業　原木等素材の共同販売
●成立年月日　平成28年6月10日

［挨拶をする平澤理事長］
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秋田県では、食品製造事業者の競争力向上を図
るため、県内の食品製造事業者が行う加工技術レベ
ルや生産性の向上等により戦略的に経営基盤強化
を図る取組のうち、経営革新計画（※）に基づき実施
する新たな機械設備の導入を支援します。

（※）経営革新計画
中小企業新事業活動促進法による承認を受けた

経営革新計画を指します。
－対  象  者－

県内に主たる事業所を有し、1年以上の事業実績
のある食品製造事業者
－対象事業－

経営革新計画に従い実施する次のいずれかに
該当する事業

① 新たな加工品を作り出す、または県外への委託
加工を自社に取り込むための取組

②生産性向上のための取組
③ 衛生管理強化により品質向上や新事業開始を

目指す取組
－補助対象経費－

機械設備費、設置料、試運転費、その他知事が必要
と認める経費
－補助額・補助率－

上限200万円、1/2以内
－補助対象期間－

平成28年度内
ー募集締切－　平成28年7月15日（金）17：00必着

［ お問い合わせ先］ 
秋田県産業労働部　地域産業振興課　食品工業班
☎018-860-2224

一般財団法人商工総合研究所では、中小企業の
組織化に対する助成事業の一環として、「中小企業
組織活動懸賞レポート」の募集・表彰を実施してい
ます。

今年度も募集を行いますので、実体験を踏まえ
た組織活動への「熱い思い」や「やりがい」などが伝
わってくるレポートの応募をお待ちしております。

－テーマ－
自由（協同組合、商店街振興組合、企業組合、協業

組合などの活動報告等）
－応募資格－

中小企業の組織活動に携わっている中小企業者、
組合事務局などの実務者等

※グループ、団体でも応募できます。
※ 本懸賞レポートで過去に本賞を受賞された方は

応募できません。
－表彰－

10点以内（本賞各20万円を贈呈します）
※ 特に優れた作品がある場合には特賞として1点

30万円を贈呈します。
－応募期間－

平成28年8月1日（月）〜 10月17日（月）
（ 郵送の場合：締切日消印有効、E-mailの場合：

締切日受信まで有効）
［E-mail］ kenshou＠shokosoken.or.jp

なお、応募方法の詳細は、一般社団法人商工総合
研究所のホームページをご覧下さい。
［ホームページ］ http://www.shokosoken.or.jp/

平成28年度食品事業者経営基盤強化
支援事業費補助金の申請募集について
	 （秋田県）

平成28年度「中小企業組織活動懸賞
レポート」の募集について
	 （一般財団法人商工総合研究所）

梅加工品への熱意と地元愛を語る
ー交流サロンが開催
	 （あきたレディース中央会）ー

国の農業施策を踏まえた
食品事業者の今後の展開を研究
ー研修会が開催（あきた食品振興プラザ）ー

6月20日（月）、秋田市のホテルメトロポリタン秋
田において、あきたレディース中央会（藤原恵美子
会長）の平成28年度通常総会が開催され、会員
等11名が出席しました。

総会に引き続き開催された『交流サロン』では、
株式会社REALE Labの田口幸絵社長より、「無
塩の梅加工品を通じて」と題し講話が行われ、自
身が開発した無添加で風味の良い梅エキスと梅
ピューレについて、「今後は健康な食生活に貢献し
つつ、いずれは秋田県産の梅加工品による地産地
消と本県のPRに繋げていき、海外展開という長期
的な展望も強く心に描いていきたい。」と抱負を述
べられ、加工品への熱意と地元愛が随所に感じら
れた講話となりました。

本会では、今年度も新たなビジネスチャンスの拡
大や会員企業の経営力
向上を図るための研修会
等を開催することとしてお
り、引き続き秋田県中央会
と連携し、会員増加に向
けた活動を積極的に行っ
ていくこととしています。

6月21日（火）、秋田市の秋田キャッスルホテルに
おいて、あきた食品振興プラザ（後藤一会長）の平
成28年度通常総会が開催され、会員等43名が出
席しました。

総会では、任期満了による役員改選が行われ、
小玉真一郎氏（小玉醸造株式会社代表取締役）
が新会長に選出されました。

また、総会に引き続き開催された『研修会』で
は、農林水産省食品製造課食品企業行動室の田
邉浩之課長補佐より、これからの国の農業施策と
食品事業者の今後の展開について「国内の食市
場が縮小する中、国ではインバウンド需要や海外
輸出を強化していく。また、高齢化に伴い、介護食

（スマイルケア食）の普及推進や供給拡大に向け
た取組に力を入れており、秋田県はモデルケースと
なり得る可能性が高いため、積極的に取り組んで
ほしい。」とアドバイスがあり、出席者にとっては国
の施策や方針を直接聞くことができる貴重な機会
となりました。

当プラザでは、今年度、
新規事業である首都圏展
示会への出展支援をはじ
め、会員にとって有益な事
業を精力的に実施してい
くこととしています。 ［挨拶をする小玉新会長］

［講師を務めた田口社長］
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