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『若き秋田のクリエーターたち』
～秋田公立美術工芸短期大学 卒業・修了制作作品から～

息
いき

衝
づ

く
小山内愛美（Ｈ20年度／ 工芸美術学科　絵画コース）

【卒業・修了制作展 学長賞】
生きていることが、あたりまえだった。すぎていく時間の中で、呼吸していることが普通だった。この奇形ブナに出会った時、そんなこともふっとぶよ
うな衝撃を感じた。なんて大きくて立派な木なんだろう。こんなに姿を変えても生きようと上へ上へと伸びている…そんな巨木に会いたくて何度も足を
運んだ。この巨木を目の前にして、私は、生まれてきたこと、命があるありがたさを感じた。感じたものすべてを絵にしたい。できないかもしれない…
それでも全力をかけてこの作品を作り、みる人にあの衝撃が少しでも伝わらないかと思った。あなたはこの木をみて、何を感じるだろうか。
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平成21年度 平成21年度 通常総会を開催通常総会を開催
～強い組合・企業づくりを推進～～強い組合・企業づくりを推進～

　本会の平成 21年度通常総会を 5月 21日（木）、

秋田市のホテルメトロポリタン秋田において会員

224 名（委任状出席 130 名を含む。）の出席の下

で開催した。

　議案の審議に先立ち米澤会長は、「世界的な不況

により、中小企業をとりまく経済環境は一段と厳

しさを増している。このため、経営ノウハウや技

術の向上など、経営改善の支援に積極的に取り組

むとともに、元気の出る事業の実施等、本会事業

をさらに充実させていきたい。」と挨拶した。

挨拶する米澤会長

　引き続き、議案の審議に入り、平成 20 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 21 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・可決された。

　総会終了後に行われた表彰式では、6組合及び

49名の個人に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。（次頁以降に

掲載）

　続いて行われた懇親会には、関係機関から多数

の来賓のご臨席を賜り、来賓を代表して秋田県知

事佐竹敬久氏、秋田市副市長大山幹弥氏の両氏よ

りご祝辞を頂戴した後、株式会社商工組合中央金

庫秋田支店長甲斐昌雄氏の乾杯のご発声で開宴し

た。懇親会では、終始和やかな雰囲気の中で、会

場のあちらこちらで歓談の輪が見られ、盛会裡に

終了した。

祝辞

秋田県知事
佐竹　敬久氏

祝辞

秋田市副市長
大山　幹弥氏

基本方針
　会員組合への訪問活動を最重点活動として

捉え事業活動を進めていくほか、「中央会の

活動ビジョン」の策定を行い、本会の各種支

援事業を通じ、強い組合・企業づくりの実践

を行う。

　また、本会が実施している「地域力連携拠

点事業」を核として、地域資源活用事業及び

農商工等連携事業活用による新たな事業実施

に対し、引き続き積極的な支援を行っていく。

活動目標
1　新規組合の設立及び創業の推進

2　会員組合の活力向上支援

3　地域産業組合等への支援

4　 新事業活動促進による組合員企業の体質

強化

5　 コーディネート機能強化による企業連携

の推進

6　 組合及び組合員企業の IT を活用した経営

改革への支援
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組合功労者（2名）　　　　   （順不同・敬称略）

氏　名 組合名 役職名

工藤　憲三 秋田県ハイヤー協同組合 理事長

長崎　雄二 企業組合秋田北部清掃興業 理事長

優良組合（1組合）　　　　   （順不同・敬称略）

組合名 所在地 理事長名

秋田県石油商業協同組合 秋田市 國安　教善

秋田県知事表彰

優良組合（5組合）　　　　   （順不同・敬称略）

組合名 所在地 理事長名

秋田市建具工業協同組合 秋田市 今野　敏範

男鹿温泉郷協同組合 男鹿市 大渕　英悦

秋田県電機商業組合 秋田市 住谷　正宏

東北ネオン電気事業協同組合 秋田市 澤口　康孝

比内町ジョイスタンプ協同組合 大館市 明石　　満

秋田県中小企業団体中央会会長表彰

表彰を受けられた皆さま

　通常総会において、次の方々が、秋田県知事表彰（優良組合 1組合、組合功労者 2名）並びに

中央会会長表彰（優良組合 5組合、組合功労者 39名、組合専従優秀職員 7名、中央会事務局専

従者 1名）を受章されました。（敬称略）

栄えある受章を心からお慶び申し上げます栄えある受章を心からお慶び申し上げます
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組合功労者（39名）　　　   （順不同・敬称略）

氏　名 組合名 役職名

兼子　富市
秋田県素材生産事業協同組合
連合会

会 長

小原　良英 秋田県仙北建設事業協同組合 理 事 長

村木　通良 鹿角アスコン協同組合 理 事 長

千葉　友悦
秋田県自転車軽自動車商業
協同組合

理 事 長

菊地　成一 秋田県集成材工業協同組合 前理事長

佐藤　　卓 秋田県印刷工業組合 前理事長

伊藤　三男 秋田県生コンクリート協同組合 前理事長

今野日出雄 秋田県外材協同組合 前理事長

花田源二郎 北鹿素材生産事業協同組合 副理事長

升谷　昇平 秋田市大町商店街振興組合 副理事長

鈴木　次男 秋田県花卉小売商業協同組合 副理事長

藤原　昭三 秋田県板金工業組合 副理事長

山谷　竹美 二ツ井町商業協同組合 副理事長

川井　隆治 秋田県電気工事工業組合 副理事長

藤原忠一郎 秋田県中古自動車販売商工組合 副理事長

加藤　　満 秋田県中古自動車販売商工組合 副理事長

小塚　邦雄 秋田県印刷工業組合 副理事長

渡辺恭之助 秋田県畳商工組合 副理事長

佐原　孝夫 秋田たばこ販売協同組合 副理事長

金　　義悦 秋田市畳業協同組合 副理事長

長崎　養治 秋田県大断面木構造協同組合 専務理事

井　善憲
協同組合秋田県中小企業
労務協会

理 事

佐々木松寿 本荘製餡協同組合 理 事

笹渕　文夫 秋田県自動車整備商工組合 理 事

伊藤冨二郎 秋田県主食集荷商業協同組合 理 事

伊藤　英二 秋田県主食集荷商業協同組合 理 事

三沢　　栄 秋田県骨材工業組合 理 事

橋　峰雄 秋田県菓子工業組合 理 事

小塚　雅行 北鹿電気工事業協同組合 理 事

渡辺　芳勝 秋田県印刷工業組合 理 事

大高　岩根 秋田県農業機械商業協同組合 理 事

関谷　勇二 秋田たばこ販売協同組合 理 事

遠藤　芳徳 秋田県火災共済協同組合 理 事

秦　　　誠 大館管工事業協同組合 理 事

前田　耕作 秋田県型枠工事業協同組合 理 事

渡邉　一男
協同組合秋田県中小企業
労務協会

監 事

大沼　 一 秋田県自動車整備商工組合 監 事

橋久良司 鹿角衛生協業組合 監 事

川原　義憲 湯沢市大町商店街振興組合 前 監 事

組合専従優秀職員（7名）　  （順不同・敬称略）

氏　名 組合名

萩原　洋子 秋田県主食集荷商業協同組合

小林れい子 秋田県主食集荷商業協同組合

天野　清昭 秋田県自動車整備商工組合

佐々木賢治 秋田県環境整備事業協同組合

奥田理恵子 秋田県電気工事工業組合

佐々木和幸 大曲自動車整備協業組合

二田　　佑 秋田県火災共済協同組合

中央会事務局専従者（1名）  （順不同・敬称略）

氏　名 役職名

目時　　均 連携組織支援部　商業振興課　主任
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　去る4月28日に春の褒賞、29日に春の叙勲の受章者が発表されました。本会関係の受章者は次のとおり

です。受章されました皆さまの今後益々のご隆昌とご健康を御祈念申し上げます。

叙　勲

　米澤　實氏（食品製造業振興功労）　
全国製麺協同組合連合会　元会長

秋田県製麺協同組合　元理事長

ヤマヨ株式会社　代表取締役会長

本会会長

（秋田市）

　九嶋　郁夫氏（伝統工芸業務功労）　
大館曲ワッパ協同組合

元専務理事

九嶋曲物工芸　代表

（大館市）

　佐藤　義郎氏（伝統工芸業務功労）　
秋田県漆器工業協同組合　組合員

佐藤義郎漆器店　代表

（湯沢市）

 ◎旭日小綬章

 ◎瑞宝単光章

褒　章

　浅利　悦造氏（業務精励）　
鹿角市谷地田町商店街振興組合

元理事長

あさり書店　代表

（鹿角市）

　吉谷　謙二氏（業務精励）　
秋田たばこ販売協同組合　元理事

吉谷商店　店主

（秋田市）

　國安　教善氏（産業振興功績）　
秋田県石油商業組合　理事長

秋田県石油商業協同組合　理事長

株式会社男鹿興業社

代表取締役社長

（男鹿市）

 ◎黄綬褒章

 ◎藍綬褒章

　第61回中小企業団体全国大会が、11月19日（木）に千葉市（幕張メッセ「イベントホール」）で開催されます。本

会では、下記内容にてツアー参加者を募集しております。会員の皆さまの多数のご参加をお待ちしております。

■旅行期間　平成21年11月19日（木）～11月20日（金）

■募集人員　40名様

■旅行代金　お一人様69,000円（大会参加料4,000円含む。）

　　　　　　※宿泊はツイン（2名様1室）です。シングルの場合は、5,000円増しとなります。

■申込締切　平成21年8月31日（月）

■お問い合わせ・お申し込み　本会調査広報課（  018-863-8701）　谷口・本間

月日（曜日）

11月19日
（木）

11月20日
（金）

日次

1

2

旅　　　　　程　　　　　表

秋田空港

（横浜ベイブリッジより夜景） 横浜市内ホテル 夕食（横浜中華街「招福門」）

羽田空港 （アクアライン） 習志野IC   幕張メッセ
（第61回中小企業団体全国大会）

飛行機 バ　ス 宿泊

横浜
ホテル

ニューグランド
タワー

9:45

横浜ホテル

八景島シーパラダイス（3大水族館見学） 羽田空港 秋田空港

鎌倉（建長寺、鶴岡八幡宮、鎌倉大仏） （由比ガ浜海岸、稲村ガ崎海岸）

江ノ島海岸（昼食）

8:30

14:00 16:00 17:00 18:00 19:10

9:30 12:00

12:15 13:00

JAL

JAL

10:55 11:30

（車中にて弁当の昼食）

12:45 16:30

18:00
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平成21年度

中央会重点事業のあらまし

（1）グループ創業バックアップ事業
～企業組合制度を活用した創業支援～

　グループによる創業に向けた意欲の喚起を図

り、企業組合制度を活用した創業の促進を図りま

す。また、新設企業組合に対して事業運営等の支

援を行い、実施事業の円滑な推進に寄与します。

（1）組合活力向上事業
　～組合が抱える問題解決を支援～

　組合及び組合員企業が抱えている課題等につい

て、必要に応じて専門家とともに集中的な支援を

行い、その課題解決を図り、組合活力の向上に結

びつけます。（本年度12組合実施予定）

秋田県鐵構工業（協）の取り組み（平成20年度実施）

（2）個別専門アドバイス事業
～専門的かつ高度な問題に対応～

　組合及び企業が抱える問題に関する相談のう

ち、本会では解決できない専門的かつ高度な内容

の問題解決に当たるため各分野の専門家（弁護士、

公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業

診断士等）を活用し、適切なアドバイス等を行い

ます。

（3）組合特定問題研究会事業
　～課題解決に向けた懇談会を実施～

①観光地産業振興懇談会
　観光産業に携わる組合等を対象に、新たな観光

資源の発掘と共に、販路の拡大や観光客に充実感

をもってもらうための受け入れ環境等について、

組合間の連携を図ることを目的に懇談会を開催し

ます。

②建設産業リサイクル懇談会
　本県建設産業において建設廃棄物の排出抑制、

再資源化による環境への負荷を減少させるための

建設リサイクルシステムの構築を推進する上での

啓蒙を図るとともに課題の抽出を行います。

③地区別組合代表者懇談会
　業界の垣根を越えて地域ごとに組合代表者が一

堂に会し、業界、地域が抱えている問題について

の意見交換を行います。ここでは、業種別会議及

び専門委員会等の集約事項の報告を行い、現下の

中小企業政策に係る意見・要望を吸い上げる他、平

成22年度事業の立案につなげる懇談を行います。

④業種別懇談会
　業界が抱える問題・課題等について幅広く意見

交換を行い、業界ぐるみでの取り組みから課題克

服を図っていくことを目的に懇談を行います。

（4）経営計画作成塾開催事業
～経営管理手法の習得による経営基盤の確立～

　経営管理手法を学ぶことで、企業経営者のスキ

ルアップを図り、安定した組合の経営基盤の確立

を図ります。（本年度の新規事業）

（5）青年部研究会事業
　～若手経営者の人材育成を目的に

研究会等を実施～
　若手経営者の人材育成を図ることを目的に、行

動力のある組合青年部に対し、経営方法や技術に

関する知識等を習得させるための研究会等を実施

します。（本年度5組合青年部実施予定）

秋田県再生資源（商工）青年会の取り組み（平成20年度実施）

　5月21日�に開催した本会通常総会において、平成21年度事業計画が承認されましたので、本年度

の事業体系及び主な事業概要をご紹介致します。

 1　新規組合設立及び創業の推進

 2　会員組合の活力向上支援
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（1）ポイントカード・サミット開催事業
　～組合のポイント売上げアップ等に向けた支援～
　地域カードとして消費者に支持される活動を推

進しながら、消費者へより充実したサービス向上

を図ると共に、各組合のポイント売上アップと中

心商店街復活に結び付けていきます。

（2）地域ブランド構築支援事業
～地域団体商標の出願及び活用を支援～

　地域団体商標権制度の活用による地域ブランド

の確立と適切な保護を目指す団体等に対して支援

を行い、事業者の信用維持を図り、産業競争力の

強化と地域経済の活性化を図ります。

（3）秋田市補助事業（あきたの食発見・発信支援事業）

～秋田市の歴史等を踏まえた名物開発～
　秋田市の歴史や文化を踏まえ、秋田市をイメー

ジする「食」を現代風にアレンジして蘇らせ、市

民が名物と誇れる商品開発を行います。

本年4月～5月にかけて行った試験販売

（1）組合等Web構築支援事業
～組合等のWebサイト構築を支援～

　全国中央会が支援する「組合等Web構築支援

事業」を活用して、業種別・地域別に分類された

組合及び組合員企業のデータを「組合等Webサ

イト」として制作し、インターネットを通じて公

開することにより、ビジネスチャンスの拡大を図

ろうとする組合等の取り組みを支援します。

平成20年度に作成された組合ホームページの一例

　

（1）地域力連携拠点事業
　拠点として応援コーディネーターを配し、各種

情報提供、相談窓口の設置、専門家の派遣等を通

じて、中小企業等が抱える様々な経営課題の解決

に対して全面的な支援を行います。

事業の一環として行った「地域資源活用セミナー」（平成20年度）

（2）新現役チャレンジ支援事業
　新現役人材（大企業等の退職者及び近く退職を

控えるシニア人材）が持つ豊富な技術・ノウハウ

を地域の中小企業へ支援・活用することを目的に、

新現役人材の発掘・登録、マッチングを行います。

（本年度の新規受託事業。詳細は本誌7月号でご

紹介する予定です。）

　

（1） 中央会ビジョン策定委員会の設置及び「中央
会活動ビジョン」の策定

　経済環境が激変する中で、会員組合のニーズに

対応するため支援内容・支援方法等の積極的な見

直しを行い、会員組合と相俟って、時代に即応し

た新たな役割・機能を持った中央会へと変化して

いくために「中央会活動ビジョン」を策定します。

※ 掲載した写真等は、いずれも昨年度に実施した

事業の写真を使用しています。

 3　地域産業組合等への支援

 4　組合及び組合員企業のIT化促進

 5　国等からの受託事業

 6　一般事業

�
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平成21年度

秋田県産業経済労働部の重点施策

　秋田県では、「経済的な自立に向けた産業振興と雇用創出」、「地理的な特性を活かした貿易の振興」、「秋

田をまるごと売り込む戦略の展開」、「産業教育と就業環境の整備」、「持続可能な循環型社会に対応した産業

の育成」、「街なか活性化による賑わいの再生」の6つを柱に、平成21年度の産業経済労働施策を推進して

いくこととしています。

　本号では、秋田県産業経済労働部の重点施策の中から、産業振興に関する主な施策について、その要点を

掲載致しました。

Ⅰ　秋田の強みを活かした産業の振興

　本県にゆかりの首都圏産業人のネットワークを構

築し、本県産業全般に関する意見や情報を収集して

今後の産業施策に反映させるとともに、専門的知識や

人脈、経験を生かして自主的な活動をしていただく。

1 サポーター会議（年2回）及び幹事会の開催

（年3回程度）

  　産業全般に関する意見や情報を収集、ネット

ワークの維持・強化を行うと共にサポータークラ

ブの効果的な運営体制、取り組みの方向性等につ

いて検討を行う。

2 秋田人（ひと）インスパイヤー事業

　個別支援テーマについてワーキンググループを

設置し、会員自らが地域や企業に入り込んだ具体

的な支援を行う。

（新）

　県内の経済活動の急激な落ち込みによる雇用環境

や企業の経営状況の悪化に対応するため、全庁横断

的に雇用対策や企業活性化に取り組む。

　・ 県内企業訪問による雇用状況の実態把握、雇用

確保の要請

　・経済・雇用対策のとりまとめ

　・市町村・関係機関との連携強化

　・大量離職等への対応

　・ ふるさと雇用再生臨時対策基金事業の活用促進

【一般資金】　

秋田産業サポータークラブ事業（産業経済政策課）

企業活性化・雇用緊急対策本部活動事業
（産業経済政策課）

中小企業振興資金貸付事業（産業経済政策課）

趣 旨 中小企業向け一般資金

貸付限度額
事業資金 100,000 千円
（同一制度の借換可能）

融 資 利 率 固定 2.35%（変動 2.10%）

期 間
設備 10～ 15年（うち据置 2年）
運転 7～ 10年（うち据置 1年）

【小規模事業振興資金】　

【経営安定資金】

　

【経営安定資金 ：緊急経済対策枠】　

【経営安定資金 ：特別改善枠】　

経営安定資金貸付事業（産業経済政策課）

趣 旨 小規模事業者向け一般資金

貸付限度額
事業資金 12,500 千円
（同一制度の借換可能）

融 資 利 率 2.35%（小口支援枠は 2.15%）

期 間
設備 10年（うち据置 2年）
運転 7年（うち据置 1年）

趣 旨
経営不振企業の立ち直りを支援するた
めの資金

貸付限度額
80,000 千円（金融機関破綻型は別枠
50,000 千円）（同一制度の借換可能）

融 資 利 率 1.95%

期 間 10年（うち据置 2年）

趣 旨
不況業種に該当する経営不振企業の立
ち直りを支援するための資金

貸付限度額
200,000 千円（既借入経営安定資金を
含む。）（同一制度の借換可能）

融 資 利 率 1.75%

期 間 10年（うち据置 2年）

趣 旨

① 商工調停士等による再生計画の指導
を受けている企業を支援するための
資金
② 中小企業再生支援協議会の支援を受
けて再生を図る企業を支援するため
の資金

貸付限度額
① 50,000 千円　② 80,000 千円
（金融債務の借換可能）

融 資 利 率 2.35%

期 間 12年（うち据置 3年）

�



（新）
　業績が悪化している企業に対して、関係機関が連

携体制を構築・強化し、迅速な処理を実行すること

により、企業の再生等に向けた支援を図る。

1　事業内容

　（1） 業績悪化している企業の相談対応、経営改善

計画の策定支援等

　（2） 関係機関との連携による経営改善計画の策定

支援

　（3） 関係機関、専門家等次のステップへスムーズ

に誘導

2　実施体制

　　県（企業活性化・雇用緊急対策本部）

　　「企業再生支援コーディネーター」2名を配置

1　経営革新総合支援事業

　県内企業の経営革新を促進するため、人材育成、

新技術・新商品開発、マーケティング・販路開拓等

の取組について総合的に支援する。

（1）経営革新総合支援事業

　①経営改革総合支援事業（フェニックスプラン 21）

　　 　県内企業における経営革新に向けた事業転

換、体質改革、新分野進出、ベンチャービジ

ネス展開の計画に対し、補助事業（最長 2年）

等により支援する。

【補助事業メニュー】

　 A. 人材育成支援、B. 専門技術者確保支援、C.

新商品・新技術・新役務開発支援、D. 公的認証

取得支援、E. 事業拠点開発支援

【補助率、限度額】

　・ 事業転換型、体質改革型、新分野進出型、ベ

ンチャービジネス型 ：補助率 1/2

　・ 限度額 ：各メニュー（A～ E）の合計 1,000 万円

　②地域人材活力創出研修事業

　　 　経営戦略の策定、経営管理や営業力のスキ

ルアップを図るための研修を実施

県内3地域で実施、1地域6社程度

（受講料5万円 /社）

（2）販路拡大推進事業

　① 「あきた目利き倶楽部」の開催によるマーケ

ティング戦略支援

　② ①の開催後のフォローアップとして、アドバ

イザー等による指導・助言

　③ 県内外の発注情報の収集・提供、取引斡旋を

行う専門調査員の配置

　④ 県内、東京での商談会等の開催、県内企業PR

のためのガイドブックの作成等

2　新産業創出産学連携促進事業

　新産業・新事業創出、自立型産業育成に向けて、

産学官連携を軸として、プロジェクトの形成から実

用化研究開発及びその事業化・商品化までのプロセ

スを一貫して支援する。

（1）産学官新技術実用化・製品化促進事業

（2）産学官連携コーディネート事業

（3）知的財産権活用促進事業

（新）

　県内の食品産業の振興を図るため、事業拡大に意

欲的な食品事業者を掘り起こしながら、生産から流

通・販売までを通じて重点的に支援する。

　1　 消費者視点からの商品開発とマーケティング

力強化事業

　2　食品関係専門アドバイザー派遣事業

　3　食彩あきた販路開拓コーディネート事業

　4　食彩リーディング事業者養成事業

（新）

　中小企業者と農林漁業者等が連携して行う事業を

支援するため、基金を造成し、そのファンドの運用

益を財源として、秋田県産の農林水産物を核とした

新たなビジネスモデルの構築を推進する。

　1　農商工連携等支援事業

中小企業者と農林漁業者等との連携体による

新商品開発や販路拡大等を支援

　2　農商工連携等応援機関支援事業

農商工連携で開発された商品の販路拡大を応

援するために実施する物産展、商談会、研修

会等に対する支援

トピックス 

中小企業組織融資資金貸付事業（産業経済政策課）

趣 旨
法令に基づき組織された組合及びその
組合員の経営の改善等を支援するため
の資金

貸付限度額
組合500,000千円
組合員20,000千円

融 資 利 率 商工中金の所定金利マイナス0.5%

期 間
設備10年（据置 :商工中金の定めによる）
運転 7年（据置 :商工中金の定めによる）

企業再生支援事業（産業経済政策課）

ガンバルあきた企業総合支援事業（地域産業課）

食彩ビジネスチャレンジ支援事業
（流通貿易課食彩あきた推進室）

あきた農商工応援ファンド創設事業
（流通貿易課食彩あきた推進室）

�



トピックス 

Ⅱ　新産業・新事業創出の取組に向けた支援

【事業革新資金】

【事業革新資金 ：総合支援枠】

【創業支援資金】　

【事業承継資金】　

Ⅲ　観光と物産を売り込む多様な情報発信

　新たに設置した東京アンテナショップ「あきた

美彩館」を拠点に、秋田の物産、食、観光をまる

ごと売り込む取り組みを進めると共に、京急電鉄

グループとタイアップした県産品の販路拡大と首

都圏南部地域での秋田の認知度向上及び観光の振

興を図る。

　全国に向けて、秋田の強みである物産の販路・

販売の拡大を促進し、優良な特産品を創出する「秋

田県」のイメージアップを図るため、県産品の売

り込み・情報発信を強化する。

1　県産品売り込み強化事業

　（1） 県産品販路拡大戦略会議、県産品フェア等の

実施

　（2）あきた風情推奨事業

2　秋田の物産情報発信事業

　（1）秋田の物産Webサイト事業

　（2）優良あきたの特産物全国アピール強化事業

3　特産品販路開拓チャレンジ事業

　（1） フーデックスジャパン（国内食品見本市）へ

の出店

　（2）特産品開発コンクールの開催

　（3）「秋田で元気に !」まるごと宣伝会の開催

4　アンテナショップ強化事業

　国指定の伝統的工芸品である樺細工、川連漆器、

大館曲げわっぱ、秋田杉桶樽を始めとする伝統的工

芸品産業について、全国規模で開催される普及啓発、

需要開拓事業実施経費の一部を負担するほか、従来

の手法にとらわれない新たな商品開発の取り組みに

支援することにより、伝統的工芸品産業の活性化を

図る。

1　伝統的工芸品月間推進事業

2　伝統的工芸品展開催事業

伝統的工芸品展WAZA2009の開催

3　ひとつ先の工芸品商品開発事業

Ⅳ　街なか活性化による賑わいの再生
（新）

　中心市街地活性化に関する計画を策定している市

町村が実施する創意工夫ある商業振興の取り組み等

に対して補助するとともに、全県の商店街を対象と

した指導、調査事業を実施する。

1　街なか商業活性化市町村支援事業

2　商業活性化総合支援事業

3　商店街振興組合指導事業

4　商店街実態調査事業

＊ なお、それぞれの詳しい施策の内容については、

各所管課又は（財）あきた企業活性化センターにお

問い合わせ下さるようお願い致します。

【お問い合わせ先】

　産業経済政策課（  018-860-2213
※融資制度関係は  018-860-2215）

　地域産業課（  018-860-2231）
　流通貿易課（  018-860-2244）
　食彩秋田推進チーム（  018-860-2257）
　あきた企業活性化センター（  018-860-5610）

新事業展開資金貸付事業（産業経済政策課）

趣 旨
経営革新、新分野進出等、経営構造の変
化に前向きに取り組む企業を支援するた
めの資金

貸付限度額
事業資金 100,000 千円又は 200,000
千円

融 資 利 率 1.95%

期 間 10年（うち据置3年）

趣 旨
新産業・新事業創出の牽引役となるベン
チャー企業や大規模な事業転換を行う企
業等を支援するための資金

貸付限度額
事業資金 100,000 千円又は 150,000
千円

融 資 利 率 1.75%

期 間 10年又は15年（うち据置3年）

趣 旨 新規開業を支援するための資金

貸付限度額 25,000千円（一部自己資金要件あり）

融 資 利 率 2.15%（創業塾受講者1.95%）

期 間 7年（うち据置2年）

趣 旨
営業の譲渡を受けて事業を承継する者を
支援するための資金

貸付限度額 50,000千円

融 資 利 率 1.95%

期 間 15年（うち据置3年）

「売れる」秋田販路開拓事業
（流通貿易課食彩あきた推進室）

県産品販売拡大総合対策事業（流通貿易課）

伝統的工芸品産業振興対策事業
（流通貿易課食彩あきた推進室）

街なか商業活性化市町村支援事業（流通貿易課）

	



4月分 情報連絡員80名

景 気 概 況

　4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1.3%（前月調
査1.3%）､「悪化」が68.8%（同75.0%）で、
業界全体のDI 値は－67.5 となり、前月調査と
比較し6.2ポイント上回った ｡ 
　内訳として、製造業全体のDI 値は－75.0 で
前月調査（－75.0）と同水準となった。また、
非製造業全体としてのDI 値は－62.5 で前月調
査（－72.9）に比べ10.4ポイント上回った。

（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。

DI値は5カ月ぶりに
－60台に回復

～非製造業は2カ月連続で上昇～
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業 界 の 声
味噌醤油製造  3月分の出荷量は、前年同月比で味噌が81.3%、醤油が88.4%と大きな落ち込みとなった。

豆腐製造  取引先スーパーの売上は依然低迷し、売上増加策として安売りで買い物客を呼び込む方法を採ってお
り、その影響から商品価格が安値傾向になっている。

清酒製造  3月分の清酒出荷量は1,954�で、前年同月比93.2%で推移した。タイプ別では、吟醸酒が前年同月比
で112.8%、純米酒が95.6%、本醸造酒が93.2%、レギュラー酒が91.6%という状況になっている。

繊維・同製品  東京では「フォーエバー21」などのブランドの盛況が伝えられているが、それらは100%海外生産で
あるため国内生産の状況改善には貢献しない。一部SPA業態が実需期を迎え発注を活発化しているが、
その影響は限定的であり全体の受注改善への影響はほとんどない。

木材・木製品  市況は相変わらず低迷状態が続き、製品価格も弱含みで推移し、特に柱材の不振が続いている。

窯業・土石  2月～4月の3カ月間の出荷数量の累計は、前年比75%となった。本荘由利地区では特に落ち込みが激
しく前年比65%となったが、3月末に協同組合を設立し収益改善等で期待している。

自動車販売  4月の新車販売台数は、登録自動車が1,617台（前年同月比80.8%）､軽自動車が1,733台（同
93.4%）で、合計3,350台（同86.9%）で推移した。

石油製品  ガソリン1�当たり113円で前月比4円の引き上げ、軽油は1�当たり97円で前月比2円の引き上げと
なっている。灯油（配達込み）は、18�宅配で1,130円で前月比8円の引き上げとなった。ガソリン
の仕切価格は毎週上昇しているが、4月オープンした店舗が1�99円で販売し市況が全体として下が
り、マージン確保が厳しい状況である｡

商店街  仕入原材料等の値上がりと一般消費の買い控えにより収益が圧迫されている。また、街区内のスタン
ドの閉店により車の流れが減少した。ただ、身の回り品、家電、酒類に若干上向きも見られ、今後、
定額給付金の支給開始に期待したい。[秋田市]

  低価格商品の動きは多少見られるものの、それ以外は全くと言って良いほど動きがない状況である。
[大館市]

一般建築  不況回復の呼び水となる公共工事がまだ地方まで回って来ず、加えて民間の全業種も不況となってい
ることから、受注は減少し資金繰りも厳しい状況である。

トラック  貨物量の落ち込みにより、これまで手がけていなかった新たな輸送品目に進出する事業者も出てきて
おり、更に競争の激化が懸念される。土・日・祭日の乗用車の高速道路料金の割引により高速道が混
み合い、営業トラックは走行時間・休憩時間の遵守などの関係から更に大変な状況となっている。
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県内事例

◆背景と目的　　　
　 　平成21年 4月 22日�、湯沢市川連町（旧雄勝
郡稲川町）に「川連漆器伝統工芸館」がオープンした。
　 　同施設は湯沢市が約3億1千万円をかけ建設した
もので、秋田県漆器工業協同組合（阿部宏見理事長、
137組合員）が非公募形式により指定管理者として
選ばれ、施設の管理・運営を行っている。
　 　同施設は、川連漆器等の保存や販売促進の場の提
供による産業振興及び地域活性化等を目的に建設さ
れた施設で、展示販売フロアや歴史資料館、体験室
などを備えている。
　 　同組合では、20年以上前から川連漆器を常時展
示・販売できる施設の設置を強く望んできたが、今
回の伝統工芸館オープンにより、それが実現した。

川連漆器伝統工芸館の外観。入場は無料

◆事業・活動の内容
　 　同組合の指定管理者としての業務は、施設及び設
備の維持管理や川連漆器等の伝統工芸品の保存・普
及の他、伝統工芸館の使用許可等となっており、施
設の1階には実演コーナーを含めた展示・販売フロ
アを中心に、稲庭うどん、川連こけし、秋田仏壇等
の地場産品も展示されている。

1階　展示・販売スペース

　 　2階には、歴史資料館を配置し、川連漆器の800
年に及ぶ歴史年譜や江戸期以降の作品・道具等が見
学できる。
　 　また、体験室を設けることで、沈金・蒔絵の体験

【組合の概要】
　所在地：秋田県湯沢市川連町字大舘中野142番地 1
　電　話：0183-42-2410
　ＵＲＬ：http://www.kawatsura.or.jp
　設　立：昭和25年 2月　　組合員：137社
　営業時間 :午前 9時～午後5時
　　　　　　年中無休（但し12/31 ～ 1/5 休館）

※本コーナーは、全国中央会が取り纏めた「先進組合事例」をもとに編集しています。

教室を開催できるようになっており、楽しみながら
川連漆器の魅力を理解してもらえるしくみになって
いる。（要事前予約。体験料は1人2,000円）

2階　道具・工具類の展示スペース

◆今後の展開　　　
　 　同組合の阿部理事長は、「これまで川連漆器の販
売に当たっては、首都圏を中心に出向いて販売して
いたが、これからは施設に来ていただいた人に購入
してもらえる環境が整い、職人の意識の高揚につな
がっている。一方、魅力ある施設運営を行っていく
ためには、市からの委託料収入だけでは十分とは言
えないので、販売により収入を確保していく必要が
ある。来場者には、川連漆器の歴史や製造工程等を
楽しく理解してもらい、購買にも結びつくようにし
ていきたい。特に、体験教室については、広くアピー
ルしていきたい。」と話している。また、中期的な
展望としては、「旧稲川町を始め湯沢市には、川連
漆器の他にも稲庭うどんや川連こけし、秋田仏壇、
三梨牛、小安峡、川原毛地獄等の県内有数の資源が
ある。これらとの連携を図って行くことで、地域全
体の集客力を高め、販売促進につなげていきたい。」
と話している。
　 　組合では、平成19
年に「川連漆器」で
地域団体商標を取得
しており、この有効
活用も望まれる。

　今後の展開を語る阿部理事長　

指定管理者として業界の活性化を !
～秋田県漆器工業協同組合（秋田県）～

�



地区別組合代表者懇談会を開催します!
　本年度の地区別組合代表者懇談会を次の8会場で

開催します。　

　詳細は後日会員の皆様へお送りするご案内をご覧

下さい。

　組合役員多数のご参加をお待ちしております。

○お申し込み・お問い合わせ　

　本会調査広報課（  018-863-8701）

「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。

○対象団体　 「下請ガイドライン」10業種（素形材、

自動車、産業機械・航空機等、繊維、

情報通信機器、情報サービス・ソフ

トウェア、広告、建設業、トラック

運送業、建材・住宅設備産業）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

○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）

開催地 開催日 会場
鹿角市 6月25日（木）鹿角パークホテル
横手市 7月 1日（水）横手セントラルホテル
大館市 7月 7日（火）ロイヤルホテル大館
湯沢市 7月14日（火）湯沢グランドホテル
能代市 7月16日（木）能代キャッスルホテル
大仙市 7月23日（木）グランドパレス川端

秋田市
（工業関係）

7月28日（火）
ホテルメトロポリタン
秋田

秋田市
（商業関係）

7月30日（木）
ホテルメトロポリタン
秋田

人事異動のお知らせ
【秋田県】（5月 1日付）

産業経済労働部（商工関係）の転入者及び転出者は次のとおりです。

《転出》　 敬称略

○議会事務局次長 和泉　　勤

○産業経済労働部次長 大久保　努

○仙北地域振興局総務企画部地域振興監

 斎藤　善一

○誘致企業室長 山口　武秀

○産業経済労働部次長 柴田　　誠

○分権改革推進室政策監 藤井　一徳

○流通貿易課政策監 門間　昭一

【誘致企業室】
○議会事務局政務調査課長 澤田　　昇

《転入》　（　）は前職 敬称略

○次　長　森田新一郎（総務企画部次長）

○次　長　大久保　努（産業経済労働部参事）

○次　長　柴田　　誠（産業経済政策課長）

○課　長　伊藤　邦夫（学術国際政策課長）

○政策監　鈴木　和朗（食彩あきた推進室副主幹）

○政策監　米澤　輝夫（東京事務所企画監）

【誘致企業室】
○室　長　山口　武秀（産業経済労働部課長待遇）

産業経済労働部

産業経済政策課

地域産業課

産業経済労働部

産業経済政策課

地域産業課
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融資名目の振り込め詐欺の予防について
～秋田県警察本部～

　個人事業者や企業の経営者、勤労者の方がいわゆ

る「融資保証金詐欺」と呼ばれる振り込め詐欺の被

害に遭うケースが増加しており、昨年は79件中37

件（47%）、本年は27件中9件（33%）を占める

に至っております。

　被害に遭った事例を紹介しますと

　・ ダイレクトメールや会社に送信されたファック

スを見た融資の申し込みに絡む被害

　・ 携帯電話サイト、インターネットや雑誌広告を

見た融資の申し込みに絡む被害

等がありますが、いずれも低利息、迅速な融資をう

たい文句に誘い、融資の申し込みをすると支払能力

を確認、判断するため等と騙し、信用保証料や手付

け金名目に現金を振り込ませる手口です。

　つきましては、融資してもらう側から現金を振り

込むことは通常あり得ないこと、送金相手の口座が

見知らぬ個人名義であるときは、振り込め詐欺の疑

いが強いこと等について、ご注意下さい。

　5月21日（木）、秋田県商店街振興組合連合会
の平成21年度通常総会が、秋田市のホテルメト
ロポリタン秋田で開催され、平成20年度の事業
報告及び収支決算が承認されたほか、平成21年
度事業計画、収支予算について満場一致で可決さ
れた。
　平成21年度は、商店街の青年部及び若手経営
者、後継者等に対する研修会等の開催を予定して
いる。

インフルエンザへの対応について
～秋田県～

　新型インフルエンザ患者の国内での発生を受け、

秋田県から県民の皆さまへ次の事項についてお願い

します。

１ 　県民の皆さまにおかれては、国、県及び市町村

等の発表する情報に注意しながら、冷静な対応を

お願いします。

２ 　海外の発生国へ渡航していた方、または、国内

で発生が伝えられている地域から帰られた方、並

びにこれらの方と濃厚な接触があったと考えられ

る方で、発熱や咳などの症状がある場合は、医療
機関を受診する前に、必ず、発熱相談センター（保
健所、市町村）に電話でご相談をお願いします。
　 　相談を受け、発熱相談センターの職員が指定医

療機関の受診をご案内します。

３ 　新型インフルエンザも従来の季節性インフルエ

ンザも予防の基本は同じです。

４ 　海外及び国内で患者が発生している地域へ旅行

を予定している方は、旅行先での感染状況などの

情報にご留意いただくようお願いします。

　 　また、帰られてからの健康状態に十分な注意を

お願いいたします。

事業主の皆様へ
～秋田労働局からのお知らせ～

　来春の高卒者を対象とした学卒求人の受け付けが

6月20日より開始されます。

　企業の将来を担う優秀な人材の確保と地元定着に

よる活力あるふるさとづくりのため、採用枠の拡大

と学卒求人の早期提出をお願いします。

　また、応募者の適性と能力のみを基準とした公正

な採用選考をお願いします。

○お問い合わせ先　秋田労働局職業安定課

　若年者対策係  018-883-0007

かからない・うつさない
インフルエンザ3つの心得

○人混みはさける

○帰宅後は必ず手洗い

○咳エチケット

　・マスクを着用する。

　・ マスクがない場合は、ティッシュなどで口

と鼻を押さえ、ほかの人から顔をそむけて、

1m以上離れる。

　・ 鼻汁、痰などを含んだティッシュは、すぐに

ゴミ箱に捨てる。





商工あきた
平成21年6月1日発行（毎月1日発行）第589号
発 行／秋田県中小企業団体中央会　〒010-0923 秋田市旭北錦町1-47　� 018-863-8701　FAX 018-865-1009　　　印 刷／秋田活版印刷（株）　　　　　　　　　 定価280円

2009

6
June


