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経営改善への挑戦　〜経営リノベーション事業〜　（臨海食品協業組合）

豆腐の業界団体である全国豆腐連合会によ
れば、1989年（平成元年）にあった22,740事業
所が2014年（平成26年）には8,017事業所と半
数以下にまで減少するなど、近年の豆腐製造
業を取り巻く環境は一層厳しさを増していま
す。その背景には商品開発力や製造能力の高い
大手製造業者の地方市場へ攻勢が強まってい
ることがあり、地方の中小零細企業は価格競争
による減収減益の傾向が長らく続いています。

豆腐を主力製造する臨海食品協業組合（矢
吹達夫理事長）は、これまで商品開発や直販取
引の拡大等に取り組んできましたが、全国の
傾向と同様に大手との価格競争を余儀なくさ
れており、経営環境が年々厳しさを増すなか、
経営改善に向けた解決策の策定支援を求めて
いました。

そこで、5月24日（水）、秋田市の当組合事務
所において第1回経営リノベーション事業を
開催し、今後の実効的な戦略・戦術、アクショ
ンプランを盛り込んだ経営改善計画の策定に
向け、現状と今後のあるべき姿をヒアリング

したのち、仕入、生産、販売、組織体制等の機能
別に課題の抽出を行いました。

矢吹理事長は「今後は地元
の給食施設やホテル、飲食店
などに対し、商品と配送を組
み合わせた利便性の高い提
供を強化したい。」と展望を
述べると、専門家の冨野忠雄
中小企業診断士は「県外の大
手企業が参入しにくい分野
であり、有効な選択肢となり得る。一方で、生
産性の向上も重要課題であり、今後は戦略を
策定した上で、経営資源の配分を考えていく
必要がある。」と応えていました。

当組合に対しては、計画実
行後に直面する障害事項に
ついてのフォローも視野に入
れた支援事業を全7回実施す
る予定であり、組合の経営改
善への挑戦を一緒に応援し
ていきます。

本会では、組合または組合
員企業が抱える問題に対し、専門家を派遣し
て経営の抜本的な改善を図るためのアドバイ
スを行うことで、収益確保できる経営に刷新
することを目的とした「経営リノベーション事
業」を今年度より実施しております。ご相談等
ございましたら本会事業振興部までお問い合
わせ下さい。

● a la carte●アラカルトアラカルトアラカルト
■平成29年度秋田県中小企業支援ネットワーク会議が開催

5月19日（金）、秋田市の「ルポールみずほ」に
おいて、本会をはじめとする経済団体や金融機
関、他の中小企業支援機関により構成される秋
田県中小企業支援ネットワーク会議（代表者
会）が開催されました。

会議では佐竹知事が議長を務め、企業連携、
事業承継、集中支援の3つのワーキンググルー
プにおける28年度活動報告と29年度計画に関
して討議が行われました。

引き続き開催された意見交換会では、28年度
における各団体の取り組みについて順次報告
がなされ、本会からは伊藤専務理事より「もの
づくり補助金」「新たな連携による組合設立」「秋
田県いぶりがっこ振興協議会の新設」「東京で
のお土産開発支援事業」について報告が行われ
ました。

本ネットワークでは、今年度も企業からの相
談内容等をネットワークで共有することによ
り連携強化を図りながら、支援内容の一層の強
化に取り組むこととしています。【会議の様子】

【発言する伊藤専務理事（中央）】

【事業の様子】

【矢吹理事長】

【冨野中小企業診断士】
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■節目の年を盛大に祝う

■国際花火シンポジウム『春の章　世界の花火　日本の花火』
� 大曲の花火協同組合によるグランドフィナーレ「Cool�Japan 〜静・雅・動・麗〜」

5月18日（木）、秋田市の「秋田キャッスルホ
テル」において秋田県印刷工業組合（大門一平
理事長）の創立60周年記念祝賀会が開催されま
した。

冒頭、大門理事長からは「印刷という情報産
業の担い手として、常に新しい知識・技術を
習得し、新しい時代に向け積極的に励むこと

は必ず成果に繋がるも
のと信じている。身近な
ところでプリントアウ
トが可能な時代である
からこそ、お客様には印
刷業者にしか出来ない
優れた技術を伝えてい
かなければならない。秋
田から発信して仕事を

求めなければ、秋田に仕事は来ない。秋田県印
刷工業組合の発展のために今後も皆様方の御
協力・御支援をお願いしたい。」との挨拶があ
りました。

引き続き、来賓による祝辞、感謝状授与式の
後、祝賀会が開催され、節目の年を盛大に祝い
ました。

5月19日（金）、秋田市の「ホテルメトロポリ
タン秋田」において秋田県味噌醤油工業協同組
合（浅利滋理事長）の創立70周年記念式典が開
催されました。

浅利理事長からは「味噌醤油の主原料の確保
が困難な時代のなか、業界若手の方々が中心と
なり機械設備の改良や情報交換を目的とした
交流を開始してから、こうして70周年という節
目を迎えることができました。近年の味噌醤油
を取り巻く環境に、消費量の減少、原料資材の
高騰、表示基準の法改正、規格のグローバル化
などの課題が顕在していますが、今後を担う若
手後継者とともに諸問題を克服していく所存

であります。」と式辞が述べられました。引き続
き、感謝状の贈呈及び優良従業員表彰が行われ
た後、記念講演と祝賀会が開催され、節目の年
を盛大に祝いました。

第16回国際花火シンポジウムの関連イベン
トとして、花火大会『春の章　世界花火　日本
の花火』が雄物川河川敷（大仙市）で25日と27
〜 29日の計4日間開催され、国内外から33業者
が参加し、計3万3千発の花火が打ち上げられま
した。

大会には、海外からメキシコ、中国、英国、ス
ペイン、カナダの6業者が参加し、普段見ること
ができない海外の花火が披露されたほか、フィ
ナーレで大曲の花火協同組合（小松忠信理事
長）が共同制作した「Cool Japan 〜静・雅・動・
麗〜」が打ち上げられると、春の夜空が彩りに染
まり、詰めかけた観客を大いに沸かせました。

小松理事長は、「今回の国際花火シンポジウ
ムでは、色の変化や形の正確さを丁寧に作り込
んだ日本の花火、音楽と花火が見事に調和する

演出が特徴の海外の花火を、それぞれ充分に伝
えることができ、我々も多いに学ぶことがで
きました。海外の業者から様々なオファーもき
ておりますので、
今回をゴールとせ
ず、大仙市産花火
の新たなスタート
と捉え、我々の花
火の魅力と可能性
を追 及・発 信し、
海外展開を本格化
させ、地域活性化
の起爆剤にして参
ります。」と今後の
抱負を述べられま
した。 【披露された花火の様子】

（1）秋田県印刷工業組合（創立60周年記念）

（2）秋田県味噌醤油工業協同組合（創立70周年記念）

【大門理事長】 【祝賀会の様子】

【式典の様子】
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【組合の紹介･PR】
将来的に大きな成長が期

待される中国をはじめとする
東南アジア地域との海外取引
を通じて交流を図ることは、
中小企業者にとって非常に意

義のあることと言えます。
しかし、中小企業者が個別に海外取引を行うこ

とは様々な点において困難な部分が多いことか
ら組織力を結集することで取り組む必要があり
ました。

将来的な取引実現・交流を実現させるための
情報提供事業を積極的に行い、共同購買事業を
実施することで組合員のコスト低減と経営力の
向上を図ることを目的に秋田国際人材開発振興
協同組合を設立しました。

秋田国際人材開発振興協同組合
	 〜共同購買事業の実施によりコスト低減と経営力向上を目指す〜

新設組合紹介新設組合紹介

【理事長から一言】
海外取引を通じてコスト低減等を図ることは中
小企業にとって経営効率化につながることと思い
ます。共同事業を行うことで、組合活動の活性化に
努めてまいります。
企業の発展は人材次第と考えます。国内外を問
わず交流を図りながら、優秀な人材開発・人材養
成も積極的に行ってまいります。

●所��在��地　由利本荘市川口字家妻230番地1
●代表理事　鈴木　春雄
●出��資��金　700,000円
●組合員数　7名
●主な事業　共同購買事業
　　　　　　教育情報提供事業
●成立年月日　平成29年4月3日

－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おります。
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。

�本荘由利電気工事協同組合（由利本荘市）
 理事長　佐藤　和彦さん
組合員名：有限会社東由利電設
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成29年5月11日

�北鹿電気工事業協同組合（大館市）
 理事長　西村　政幸さん
組合員名：有限会社シューホクE・S
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成29年5月11日

�秋田県環境整備事業協同組合（能代市）
 理事長　冨樫　龍紀さん
組合員名：株式会社富樫清掃
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成29年5月12日

�大館管工事業協同組合（大館市）
 理事長　畠山　進さん
組合員名：株式会社衛暖工業
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成29年5月18日

役員改選（5月19日現在）により、下記の方々が新理事長に選出
されましたので、ご紹介します。新理事長紹介

栄えある受章おめでとうございます
〜吉田利雄氏が黄綬褒章を受章（業務精励）〜

2017年春の褒章で、吉田利雄氏（大曲仙北電気工事協同組合　理事長）は、電
気工事業に長らく従事した功績が認められ、黄綬褒章を受章されました。今後
益々のご隆昌とご健康をご祈念申し上げます。
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インフォメーションインフォメーションインフォメーション

労働保険（労災保険・雇用保険）の保険料は、事業者が年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の
当初に確定申告のうえ、精算することになっています。平成29年度の申告・納付期間は6月1日（木）
から7月10日（月）までです。お早めの手続きをお願いします。

☞詳しくは秋田労働局または厚生労働省のホームページをご覧ください。
◆お問い合わせ先
　秋田労働局労働保険徴収室　☎018-883-4267
　秋田労働基準監督署　　　　☎018-865-4267　　横手労働基準監督署　　☎0182-32-3111
　能代労働基準監督署　　　　☎0185-52-6151　　大曲労働基準監督署　　☎0187-63-5151
　大館労働基準監督署　　　　☎0186-42-4033　　本荘労働基準監督署　　☎0184-22-4124

労働保険の年度更新手続きは7月10日（月）まで（秋田労働局）

本年4月に採用となりました商業振興課
の花岡と申します。いち早く皆様のお役に立
ち、秋田経済に資する人間となれるよう、凡
事徹底を心がけ、小さなことからコツコツと
学んでまいります。今後、皆様にご挨拶する
機会が増えていくと思われますので何卒よ
ろしくお願いいたします。

今春より大きく環境が変化した私ですが、
これを機に新しいことを始めていきたいと
計画しています。

一つ目は「秋田の街めぐり」です。出身地で
ある県北・大館のほか、前職にて秋田市・県
南と居住しておりましたが、秋田は広く、未
だその魅力を把握し切れておりません。学生
時代、車にて日本全国を回った経験を活か
し、秋田県全市町村を巡って秋田への知見を
広めたいと考えております。そして行く先々
で美味しい料理とお酒を楽しみたいです。

二つ目は「運動」です。小中高と運動部に所
属していましたがここ数年はスポーツから
遠ざかっていました。意を決して今春マラソ
ンとバドミントンを再開しましたが早速筋
肉痛に悩まされました…。運動不足を痛感し
た今こそ運動量を増やし、仕事に影響がない
ように十分な体力を養います。

そして何より今年は人との関わりを増や
していくことを目標とします。組合の皆様や
仕事上での関わり、上記二つの行動も加えた
私生活での関わりも増やすこ
とで、未熟な自身を成長させて
いきたいと考えております。そ
の成長を皆様に還元し人や企
業の掛け橋となるよう日々の
業務に邁進してまいります。

［記］商業振興課  主事  花岡  勇斗

本会では、皆様に中央会の職員をより身近に知っていただくため、「中央会職
員コラム」を連載しております。どうぞご覧下さい。

　
　

　　　

　

　　
  中央会職

員コラム

　
　

　　　

　

　　
  中央会職

員コラム

【組合の紹介･PR】
秋田県は四季折々の多彩

な素材に恵まれ、特色ある伝
統食文化を有するものの、商
品を売るための仕組みや機
会に乏しく、県外への出荷に
関しては残念ながら他県に

比べ遅れをとっている状況です。
そこで、魅力溢れる県産食材を県外へと出荷

させる新たなビジネスモデルを構築するため、
一次生産農家だけではなく、デザイン・販売機
能を有する事業者が一体となった事業協同組
合を設立しました。県外販路を切り開き、県産
食品出荷額の拡大に貢献できるよう取り組ん
でいくこととしております。

あきたセールスプロモーション協同組合
	 〜魅力溢れる県産食材を県外へ出荷させる新たなビジネスモデルを構築〜

【理事長から一言】
農産品の生産、加工会社、広告代理、販売営業代
行・県産品卸会社などの異業種の集合体であり、
組合員相互が知恵を出し合い商品企画から商品
化、販売PR、販路拡大、売上向上を一気通貫で推進
できるよう取り組んでまいります。ご興味のある
方は、是非お問い合わせください。
� ＜お問い合わせ先：☎0187-88-8683＞

●所��在��地　大仙市大曲丸子町4番16号
●代表理事　佐藤　茂樹
●出��資��金　400,000円
●組合員数　4名
●主な事業　共同販売事業
　　　　　　共同宣伝事業
●成立年月日　平成29年5月1日


