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経営計画作成塾を開催 !
　7月 22日㈭、秋田市のホテルメトロポリタン
秋田において、「経営計画作成塾」の第1回目を
開催しました。
　本事業は、組合 ･企業の経営に必要な基本事項
をマスターし、経営基盤の確立、経営改善計画書
の作成や経営管理手法等を習得することを目的と
しており、企業経営アドバイザーの小関昌男氏を
講師として、全6回に亘り開催します。
　第1回目の内容は、「ビジネスリーダーに必要
な力」とし、10名の参加者が熱心に受講しました。
　その主なポイントは、次のとおりです。

○商売とは、組織と組織の戦いである。　

○組織の 4条件　

　① 2人以上いること。　

　②目的があること。　

　③構成する 1人 1人に役割がある。　

　④ルールを守ること。　

○組織の中で一番大切なものは、「人」である。　

○�経営に大切なことは「人づくり」であり、計画的に、

目的に合わせて人材教育をすること。　

○�企業経営とは、トップの思いを如何に達成するか

である。その思いを組織の１人１人に理解しても

らうために、経営計画を策定する。　

○�組織と組織の戦いに勝つには、１人１人が知識と

知恵を働かせる体質に変えること。�

○最強の人材を育成することが、最強の組織を作る。

　7月 10日㈯、秋田市の秋田卸団地において、

協同組合秋田卸センター（桑原功理事長、58組

合員）の創立40周年記念イベント「秋田卸セン

ター感謝祭」が開催されました。

　組合会館内では、組合員企業各社による展示即

売、屋外では全組合員58社の協賛によるチャリ

ティーオークションやスタンプラリーが行われた

組合創立40周年記念「感謝祭」を開催！
� 〜協同組合秋田卸センター〜

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。���
������������������������������� 開催地� 開催日�　� 　　�会　　場
� 鹿角市� 9月 1日㈬� 鹿角パークホテル�
� 横手市� 9月 7日㈫� 横手セントラルホテル
� 大館市� �9月10日㈮� ロイヤルホテル大館
� 湯沢市� 9月16日㈭��湯沢グランドホテル
� 秋田市� 9月22日㈬� ホテルメトロポリタン
�（工業関係）� � 秋田�
� 秋田市� 9月28日㈫��秋田キャッスルホテル
�（商業関係）�
� 能代市� 10月 4日㈪� 能代キャッスルホテル
� 大仙市� 10月13日㈬� 大曲エンパイヤホテル

　本懇談会では、各地区の行政（市・地域振興
局）担当者から中小企業施策等について説明して
頂く時間も設けております。
　詳細は、後日、会員の皆様へお送りするご案内
をご覧ください。
　組合役員多数の方々のご参加をお待ちしており
ます。
○申し込み・お問い合わせ先
　本会調査広報課（TEL�018-863-8701）
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平成22年度通常総会・第1回研修会を開催
〜秋田県外国人研修生受入組合連絡協議会〜

　6月 29日㈫、秋田市のアキタパークホテルにお

いて、秋田県外国人研修生受入組合連絡協議会（佐

賀善美会長、19会員）の平成22年度通常総会及

び第1回研修会が開催されました。

　総会では、平成21年度の事業報告及び収支決算

が承認されたほか、平成22年度事業計画、収支予

算案が原案どおり満場一致で可決･承認されました。

　また、役員改選が行われ、会長にコーディネート

秋田協同組合の佐賀善美理事長が再任されました。

　なお、7月1日から新たに外国人技能実習制度が

施行されることに伴い、本通常総会において、当協

議会の名称が「秋田県外国人技能実習生受入組合連

絡協議会」に変更されました。

　総会終了後に開催された第1回研修会では、秋田

大学教育文化学部准教授島澤諭氏を講師として「秋

田県経済の現状と今後について〜対中関係から〜」

をテーマに講演が行われました。島澤氏からは「中

国などの発展により、『裏日本』と呼ばれた日本海

側の地域は『表』化する可能性がある。今後の県内

経済の発展は、いかに秋田県の得意分野を伸ばせる

かが鍵となる。」などの話があり、受講者は熱心に

耳を傾けていました。

研修会の様子

　7月9日㈮、大館市の大館樹海ドームパークセ
ンターにおいて、県北自動車整備協業組合（木村
廣治理事長、12組合員）の創立30周年記念式
典及び祝賀会が開催されました。
　当式典及び祝賀会には、国土交通省東北運輸局
秋田運輸支局長大宮勝氏を始めとした来賓や、多
数の組合員等、約120名が出席し、節目の年を
盛大に祝いました。
　また、表彰式では、感謝状1名、永年功労表
彰4名、組合専従優良従業員表彰2名の方々が
授賞されました。

挨拶する木村理事長

創立30周年記念式典を開催
	 〜県北自動車整備協業組合〜

ほか、野菜産直販売やフリーマーケット、加えて

横手焼きそばなどの飲食コーナーが設けられ、た
くさんの来場者で賑わいました。
　また、警察音楽隊の演奏や、シートベルトの効
果体験、子どもたちのミニ警察官・白バイ隊員変
身体験などもあり、来場者の笑顔が溢れるイベン
トとなりました。
　今回のイベントについて、桑原理事長は、「組合
の40年を振り返ると、原点は「団地団結」であ
り、十数年前までは盆踊り・出庫市などのイベン
トを開催していた。ここで再び原点に立ち帰り、
更なる団地団結のために、お客様への感謝を込め
た「感謝祭」を開催することとした。過去に行っ
てきたイベントをアレンジして、組合員58社が
英知を結集した。これからは、新しい時代に合わ
せた発想を広げ、常に前向きに上を目指して活動
していきたい。」と話しました。
　創立40周年記念行事の締めくくりとして、「卸
団地ふれあいフォトコンテスト」（応募締切8月
18日）、10月 22日には秋田キャッスルホテル
において創立40周年記念式典が開催されます。

先進組合・企業を視察
〜秋田県中小企業団体事務局協議会〜

　7月 2日㈮〜 3日㈯、秋田県中小企業団体事務

局協議会（鳥居史郎会長、会員50名）では、組合

の事業運営や企業の事業展開に役立てるために、岩

手県奥州市の岩谷堂箪笥生産協同組合と盛岡市の株

式会社岩鋳を視察研修しました。
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中小企業団体ゴルフ大会参加者募集！

　本会では、会員並びに関係機関相互の交流の促

進を目的に、第14回中小企業団体ゴルフ大会を

下記のとおり開催します。奮ってご参加ください。

○日　時　平成22年 9月 14日㈫

　　　　　午前8時14分（第1組スタート）

○場　所　秋田カントリークラブ

　　　　　（太平山コース・日本海コース）

○参加料　1名　3,000円

　※プレー代等は、各自でご精算願います。
　※	ビジタープレー代：10,500円（大会特別優待価格）
　（	プレー代には、グリーンフィ、キャディフィ、利
用税、諸経費、消費税が含まれておりますが、食

事代、カート代は別途必要です。なお、全組キャディ

付き乗用カート利用です。）

○申込期限　平成22年 8月 24日㈫

【申し込み・お問い合わせ先】

　本会調査広報課（TEL	018-863-8701）

　岩谷堂箪笥生産協同組合は、江戸時代からの歴史

がある岩谷堂箪笥を製造しており、販路は大手有名

デパートが多く、販売先は国内外の富裕層や皇族、

角界、歌舞伎界などとのことです。また、株式会社

岩鋳は、同じく江戸時代からの歴史を持つ南部鉄器

のトップメーカーとして年間約100万個を製造し、

フランス・ドイツなど海外にも輸出しています。

　14名の参加者は、熱心に説明を受け、製造工程

を見学しました。視察後は参加者から「両事業所

とも伝統を重んじながら、日本国内外の市場を求め

て前向きな事業展開をしていて、とても参考になっ

た。」という感想が寄せられました。

　また、研修中には「中央会活動ビジョンについて」

の懇談会も行われ、中央会が活動ビジョンを実現す

るための対策方針が話し合われたほか、各組合での

活動指針等についての意見が交わされました。

平成22年度通常総会・第1回研修会を開催
〜秋田県中小企業組合士会〜

　7月 21日㈬、秋田市の第一会館において、秋田

県中小企業組合士会の平成22年度通常総会及び第

1回研修会が開催されました。

　総会では、平成21年度の事業報告及び収支決算

が承認されたほか、平成22年度事業計画、収支予

算が原案どおり満場一致で可決・承認されました。

　また、役員改選が行われ、会長に協同組合秋田卸

センター堀川深雪課長が再任されました。堀川氏は

平成22年 2月から会長を務めており、組合士会で

は全国初の女性の会長です。（後掲：「組合ティールー

ム」をご覧ください。）就任にあたり堀川会長は、「会

員の増加を含め課題も多くあるが、現会員の地位向

上につなげられるよう、できることから実行し、『組

合士』の存在価値を広く認識してもらえる会にして

いきたい。」と話しました。

　総会終了後は、第1回研修会が開催され、SiNG

代表武内伸文氏を講師に、「気軽に始められる企業

の社会・環境活動」をテーマに講演が行われました。

武内氏は、「企業としての社会活動の継続のコツは、

本業の延長線上にある無理のないことから始めるこ

秋田県特産品開発コンクールの作品募集！
〜秋田県〜

　秋田県では、品質・価格・デザインなどの点で

消費者の購買心理に訴えるような新しい秋田県産

品を表彰・PRすることにより、本県の特産品の

開発及び改良を促進し、産業の振興に寄与するた

と。社会貢献は、ちょっとした工夫で実現が可能で

ある。」と話し、気軽に市民活動に参加できる雰囲

気づくりの大切について語られました。
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- 仕事の内容を教えて下さい。
　組合の業務全般を担当していま

す。組合では卸団地内の組合員企業から相談を受

けることも多いので、解決するためのお手伝いも

しています。

　今は、10月に開催する創立40周年記念式典

に向けて準備作業を進めているところです。出席

してくださる方々に楽しんで頂ける式典にしたい

と思っています。

- 今熱中していることは何ですか?　
　パッチワーク・押し花・リフォームなど、手芸

が大好きで、取り掛かると、つい時間を忘れて熱

中してしまいます。今は、娘に頼まれて、髪を束

ねる「シュシュ」を作っているところ。あと少し

で出来上がりです。温泉も好きで、夫と一緒に市

内の温泉施設に出掛けて、露天風呂の心地良さを

満喫しています。

- お仕事に対する心掛けは?　
	　いつも自分に言い聞かせているのは「プロと

しての仕事をしたい」ということです。分からな

いことは聞いたり調べたり、誠意を持って対応に

あたり、常に新しいこと、新しい自分に挑戦して

いきたいと思っています。

- 全国初の女性会長に就任した「組合士会」の
PRをお願いします。（17ページ参照）　
　「1組合 1組合士」をキャッチフレーズに受

験の呼びかけを行っています。会は和気あいあい

で、研修会など皆さん楽しみにしていますヨ！

- 愛読書があれば教えてください。　
　宮部みゆきの「模倣犯」など、ミステリーもの

が好きです。	

協同組合秋田卸センター												
課長　堀　川　深　雪さん

定期健康診断の有所見率の改善について
〜秋田労働局〜

　厚生労働省では、第11次労働災害防止計画に

おいて、「労働者の健康確保対策を推進し、定期

健康診断における有所見率（健康診断の項目に異

常の所見のある方の割合）の増加傾向に歯止めを

かけ、減少に転じさせること」を目標の1つと

しております。

　本県の有所見率は、平成21年には63.8%と、

全国平均の52.3%を大きく上回っています。

　また、労災支給決定件数も全国的に高水準にあ

り、脳・心臓疾患の発生防止の徹底を図ることが

必要な状況にあります。

　事業者の皆様には、所見がある方について改善

を図るための就業上の措置や、保健指導、健康教

育等、有所見率の改善に向けた取組について、ご

協力をお願いいたします。

め、「秋田県特産品開発コンクール」を次のとお

り開催します。

○実施主体　秋田県

　　　　　　（委託先 :㈱秋田県物産振興会）

○応募資格　	県内に事業所を有する企業・組合・

各種団体・グループ及び個人

○応募対象　	販売を目的として、審査日以前 1

年以内に新たに開発された商品で、

同一商品の再生産が可能なもの

　　　　　　※	過去に生産・販売・応募した商

品の改良品も応募できます。

○応募部門　①加工食品部門

　　　　　　　（菓子、農林畜水産加工品等、酒類）

　　　　　　②民工芸品部門

　　　　　　　（	家具類を除く、小木工加工品、

民工芸品）

○応募締切　平成22年 8月 20日㈮

　　　　　　午後5時まで（必着）

○応募方法　	応募様式を「美の国あきた」産業労

働部食品産業課のホームページから

ダウンロード、または食品産業課（県

庁第 2庁舎 3F）、各地域振興局地

域企画課等に備え付けの申込書によ

り申請して下さい。

【申し込み・お問い合わせ】

　　㈱秋田県物産振興会（TEL	018-836-7830）

周年事業を開催される組合の皆様へ�

　本年度、組合の周年事業において表彰式を開催

される予定の組合がありましたら、本会の会長表

彰に関する対応を致しますので、本会へご一報下

さるようお願い致します。

○ご連絡先　本会総務企画課(☎018-863-8701）
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ご存知ですか？“出向と移籍で築く人と企業の安心ネット”を！
「やむなく人員削減を…」「即戦力の人材確保を…」と

お考えの企業の皆様へ

〒010-0951 秋田市山王3-1-7 東カンビル4F

〒010-0951 TEL 018-823-7024 FAX 018-883-4215
※ホームページでのご案内 http://www.sangyokoyo.or.jp/

お問い合せ・ご相談はこちらまで

出向・移籍の専門機関 財団法人 産業雇用安定センター秋田事務所
＊＊＊ご利用時間＊＊＊

午前9時から午後5時
（土・日・祝日は休業）

経済・産業団体、厚生労働省と連携して、
全国的なネットワークで出向・移籍のあっせんに努めています。

企業間の出向・移籍の
お手伝いを47都道府県の
事務所で行っています。

ハローワークや経済団体などと連携し
豊富な人材情報を提供しています。

経済・産業団体と厚生労働省の協力で
設立された公益法人です。

在職者の方の職業相談・職業紹介を行っ
ています。

情報の提供、相談、あっせんについての
費用はかかりません。

本会ホームページをご覧下さい !�

　「中小企業あきた」を本会のホームページに掲載
しています。

　ホームページでは、バックナンバーもご覧いただ
けます。

　是非ご活用下さい !	
URL http://www.chuokai-akita.or.jp/kaihou/

中央会メール情報サービス（無料）のご案内！

　本会では、各種補助金の募集やイベント・セミ

ナー情報等を組合や組合員企業へ電子メールにて

お届けする「中小企業メール情報サービス」を提

供しております。皆様の経営の一助として是非ご

活用下さい。

　お申し込みお問い合わせは、本会調査広報課（☎

018-863-8701）までご連絡下さい。なお、購

読の申込については、下記URLから直接申し込

みできます。

http://www.chuokai-akita.or.jp/mails/mail.html




