
※「中小企業組合士」は、事業協同組合等の運営エキスパートとしての公的資格です。
　本試験に合格し、組合等で3年以上の実務経験を有する方が認定されます。
　今年度、受験を希望される方は、本会調査広報課までご連絡下さい。☎018-863-8701
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平成23年度『匠の技』継承支援事業の実施概要について 
　後継者や技術者不足が深刻化する中で、技術の継承は大きな課題となっています。このため、本
会では、平成21年度から平成23年度の3年間に亘り、秋田県の受託事業として、優れた技術の継承
や若手技術者の育成を図ることを目的に、「匠の技」継承支援事業を実施しました。
　本事業では、各業種の熟練技能を有する人材を指導を希望する組合（事業所）に派遣し、実技や座
学等、熱心な指導が行われ、「匠の技」が継承されました。
　本号では、平成23年度の実施概要について紹介します。
 《平成23年度実施組合》 （順不同）

組合名 実施内容
1 秋田県パン協同組合 「長時間中種法による食パンの製作について」他 
2 秋田市畳業協同組合 「板入れ畳の製作技能について」他
3 秋田県花卉小売商業協同組合 「コサージュとワイヤリングテクニックについて」他
4 協業組合湯沢車検センター 「点火系及びエキゾーストシステムについて」他
5 協同組合秋田県家具工業会 「バネを使用した伝統的手法による椅子の製作について」他
6 秋田県室内装飾事業協同組合 「壁装一般施工技術について」他
7 秋田県電気管理技術者協同組合 「受電設備の主要保護機器の目的と動作について」他
8 秋田県漆器工業協同組合 「布目塗りの技術習得について」他
9 大曲仙北電気工事協同組合 「現場で使えるプロのアイデアについて」他

　指導を受けた若手技術者からは、「指導者の豊富な経験から得た貴重な話を聞くことができ、間
近で技術を見せてもらい、非常に参考になった。是非、今後に役立てたい。」との感想が聞かれ、指導
者からは、若手技術者に向け、「若い人達には、色んな経験をしてもらい、今後多くの知識や技術を
を吸収し一人前の技術者になって欲しい。」との激励の言葉がありました。

【事業実施の様子】

　昨年、12月4日㈰に行われた平成23年度中小企業組合検定試験の合格者が3月1日発表され、本県
からは、次の3名が合格されました。（五十音順・敬称略）
　木村　慎次（協同組合横手卸センター）　　　　  佐藤　和人（能代白神リサイクル協同組合）
　佐藤　美菜子（大曲仙北電気工事協同組合）

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
「本県より3名合格・中小企業組合検定試験合格者発表」 
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支 団 活 レ ー援 体 動 ポ ト支 団 活 レ ー援 体 動 ポ ト
「ファッショントレンドを生み出す現場展」… 〜秋田県アパレル産業振興協議会〜
　秋田県アパレル産業振興協議会（佐々木繁治会長）は、2月27日㈪

〜3月23日㈮に亘り、秋田県庁第二庁舎1階ものづくり展示ホール

において第7回企画展「ファッショントレンドを生み出す現場展」を

開催しました。

　期間中は、会員企業の製品の展示や製造技術の紹介など、世界に

誇る最先端ファッションを支える、県内のアパレル製品が見学でき

ることから多くの方々が来場しました。

【現場展の様子】

平成24年度通常総会及び研修会を開催！… 〜秋田県中小企業団体事務局協議会〜

　3月1日㈭、秋田県中小企業団体事務局協議会（佐藤

弘幸会長）の、「平成24年度通常総会並びに第1回研修

会」が秋田市のイヤタカにおいて、多数の会員の参加

により開催されました。通常総会では、鳥居会長の挨

拶の後、平成24年度事業計画（案）及び収支予算（案）な

ど全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。また、役員改選では、新会長に佐藤弘幸氏

（秋田管工事業協同組合常務理事）が選出されました。

　引き続き、第1回研修会が行われ、講師のドコモサービス東北株式会社ドコモショップ秋田店越前

谷一徳副店長から「スマートフォンのビジネス活用について」をテーマに講演が行われ、出席者が実

際にスマートフォンのタブレットを利用し、インターネットの閲覧や音声認識による検索、動画の

視聴等の機能を体験しました。

　その後、懇親会が行われ、佐藤新会長の就任挨拶や来賓として本会髙橋清悦専務理事からの祝辞

の後、株式会社商工組合中央金庫秋田支店辻憲一支店長の乾杯の発声により開宴され、会員同士の

懇親を深め、盛会理に終了しました。

「復興応援団になろう」震災復興イベントを開催！…〜秋田県中小企業青年中央会〜
　3月10日㈯、秋田県中小企業青年中央会（進藤政弘

会長）は、秋田市の協同組合秋田市民市場において、

「食べて被災地を応援、震災復興イベント『復興応援団
になろう』」を開催しました。
　イベントでは、秋田県菓子工業組合青年部がお菓子

を販売し、500円以上購入すると、「仙台いちご」や「岩

手県・宮城県・福島県の美味しいお菓子等」がプレゼ

ントされることもあり、大勢の方々が来場しました。

　また、お菓子作りの体験コーナーや復興応援フリースローが行われ、終日多くの家族連れや小学

生などで賑わっていました。会場に設置された募金箱には、7万円あまりの金額が集まり、3月17日

㈯及び18日㈰に協同組合秋田市民市場が岩手県宮古市の協同組合宮古市魚菜市場で開催された復

興イベントの食材費に充てられ、現地の方々に秋田の美味しい食べ物が振る舞われました。

【通常総会の様子】

【震災復興イベントの様子】
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◎理事長としての抱負
　個々の商店街によって、抱えている問題は異なり、すぐに解決でき
るということではありませんが、出てきた問題に対しては、一緒に悩
みながら、考えていきたいと思っています。商店街を取り巻く環境が
厳しい状況の中で、当連合会では、各商店街に共通する部分につい
て、ここ数年間、県の補助事業として、後継者養成研修事業に取り組
んでいます。
　また、全国商店街振興組合連合会等から得られる情報を、会員に提
供することが重要であると考えています。
◎業界からの要望について　
　以前は、国等の施策に関して、実情とかけ離れているという考えを
持っていました。しかし、現在は、その原因が、事業者側にもあると考え
ています。事業者側から情報をしっかりと発信し行政に伝えるという
コミュニケーションが重要だと考えます。自分が理事長を務めている秋田市駅前広小路商店街振興組合では、
今回、秋田県中小企業団体中央会の協力によって、地域商店街活性化法の認定を受け、LED街路灯の設置やソ
フト事業を実施することができました。自分の考えをしっかりと伝えることの重要さを再認識しました。
◎座右の銘について
　座右の銘は、「和して同ぜず」です。商店街活動にも共通しますが、「和を大切にしながらお互いの意見を
しっかりと言うこと」が、大切だと考えています。また、心掛けていることは、「いつでも謙虚に」ということ
です。実際は、難しい場面もありますが、常に心掛けています。
◎趣味について
　趣味は、読書です。ジャンルは、文学からビジネス、経済に関する本まで、幅広く読んでいます。最近読ん
で、特に印象に残っている本は、藻谷浩介著「デフレの正体」です。

秋田県商店街振興組合連合会
理事長　平　澤　孝　夫…さん

青森県八戸市で先進企業視察研修を実施！… 〜あきた食品振興プラザ〜

　3月15日㈭、あきた食品振興プラザ（後藤一会長）で

は、平成23年度6次産業推進地域支援事業の一環とし

て、他地域の6次産業化の先進的な取り組みを学び、ノ

ウハウの蓄積を図ることを目的に「先進企業視察研修」

を青森県八戸市において実施しました。

　当日は、ズワイガニやホタテの加工品を製造・販売

している「株式会社味の加久の屋」や青森県産にんにく

の高付加価値化に成功した「熟成おいらせ黒にんにく」

を製造・販売している「有限会社柏崎青果」を訪問し、

担当者の説明を聞きながら製造工場を視察しました。

　参加者は、自社に少しでも多くのことをフィードバックしようと熱心に耳を傾け、生産者との連

携方法や商品販売に関する食品表示方法、製造方法に関して積極的に質問していました。

【工場視察の様子】

■イベント情報をお知らせ下さい！
　本会では、会員組合の皆様のイベント情報を募集します。
　ご提供頂いたイベント情報は、当機関誌または、ホームページに掲載する予定です。
　お知らせ頂きたい内容は、下記のとおりです。情報提供をお待ちしております。
　　�①組合名（担当者名・連絡先）、　②イベント名、　③イベント開催日時、　④イベント開催場所、
　　⑤イベント内容（概要）等
　　（※掲載内容につきましては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。）
　【情報提供・お問い合わせ先】　本会調査部調査広報課　☎018-863-8701 ／ FAX018-865-1009
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール：post@chuokai-akita.jp
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【秋田県】（4月1日付）
産業労働部（商工関係）の転入出者は次のとおりです。

《転入》　（　）は前職、〈　〉は派遣� 敬称略

◎産業労働部
○産業労働部長（産業労働部次長）� 関根　浩一
○産業労働部次長（兼）産業技術センター副所長
　（産業技術センター副所長（兼）電子光応用開発部長）
� 鎌田　　悟
○産業労働部次長（兼）企業立地事務所長
　（由利地域振興局総務企画部長）� 山口　武秀
○産業労働部参事〈企業活性化センター派遣〉
　（産業政策課長）� 工藤　敏弘
○産業労働部参事〈企業活性化センター派遣〉
　（産業労働部課長待遇）� 伊藤　明光
○産業労働部参事（兼）公営企業課長（商業貿易課長）
� 武田　宏巳
○産業労働部課長待遇〈秋田県信用保証協会派遣〉
　（平鹿地域振興局総務企画部地域企画課長）�高橋　孝弘
○産業政策課長（雇用労働政策課長）� 岩澤　道隆
○地域産業振興課長（国際課長）� 妹尾　　明
○地域産業振興課政策監（団体指導室主幹）� 佐々木　雅
○商業貿易課長（学術国際局課長待遇）� 米澤　輝夫
○資源エネルギー産業課政策監〈産業労働部課長待遇）
� 草彅　利健
○資源エネルギー産業課政策監（資源エネルギー産業課主幹）
� 川上　伸作
○雇用労働政策課長（労働委員会事務局審査調整課長）
� 藤井　一徳
○公営企業課政策監（玉川発電事務所長）� 豊嶋　利之
○産業技術センター技術イノベーション部長
　（地域産業振興課副主幹）� 佐藤　　明
○産業技術センター電子光応用開発部長
　（産業技術センター電子光応用開発部上席研究員）
� 小笠原雄二
○産業技術センター素形材プロセス開発部長
　（産業技術センター素形材プロセス開発部上席研究員）
� 赤上　陽一

◎産業政策課
○副主幹（学術振興課副主幹）� 藤井　　浩
○主査（農林政策課主任）� 伊藤　　学
○主査（公文書館主査）� 齋藤　奈美
○主任（産業政策課主事）� 内藤麻衣子
○主任（　　同　　主事）� 福岡　晃平
○主任（秋田地域振興局建設部主任）� 杉　　浩司

◎地域産業振興課
○主幹（学術振興課主幹）� 三浦　　尚
○副主幹（監査委員事務局監査第一課副主幹）�石川　誠悟
○副主幹（学術振興課副主幹）� 小沢　隆之
○副主幹（地域産業振興課主査）� 髙坂　　聡
○副主幹（資源エネルギー産業課主査）� 田川　慶武
○副主幹（地域産業振興課主査）� 安保　敬洋
○副主幹（　　　同　　　主査）� 臼木　智昭
○副主幹（山本地域振興局総務企画部副主幹）�佐藤　重任
○副主幹〈企業活性化センター派遣〉（地域産業振興課主査）
� 大西　　勝
○主査（産業技術センター電子光応用開発部主任研究員）
� 熊谷　　健
○主査（東京事務所企画政策課主査）� 加沢　　学
○主査（地域産業振興課主任）� 今野　武俊
○主査（平鹿地域振興局総務企画部主任）� 吉田　和之

○主査〈企業活性化センター派遣〉（東京事務所企画政策課主査）
� 三浦　一孝
○主査〈企業活性化センター派遣〉（地域産業振興課主査）
� 秩父　慎吾
○主任（地域産業振興課主事）� 村井　祐二
○主任（　　　同　　　主事）� 寺田　奉昭

◎産業集積課
○副主幹（産業集積課主査）� 佐々木英樹
○副主幹（　　同　　主査）� 大門　英明
○主査（秋田地域振興局県税部主査）� 笠井　仁志
○主任（資源エネルギー産業課主任）� 山上　和丘

◎商業貿易課
○主幹（情報企画課主幹）� 安藤　雅之
○主査（　　同　　主査）� 小野　貴宏
○主査（北秋田地域振興局大館福祉環境部主査）
� 糸屋　智喜
○主事（山本地域振興局農林部主事）� 鈴木　千賀

◎資源エネルギー産業課
○副主幹（福祉政策課副主幹）� 三浦　卓実
○副主幹（産業集積課副主幹）� 阿部　泰久
○副主幹（資源エネルギー産業課主査）� 竹内　洋之
○副主幹（環境管理課副主幹）� 岸　　　勉
○主査（資源エネルギー産業課主任）� 沢木　昭祥
○主査（総務事務センター主任）� 田口　光弘
○主査（秋田発電・工業用水道事務所主査）� 津谷　和浩
○主任（東京事務所企画政策課主任）� 佐藤　昌則

◎雇用労働政策課
○主幹（秋田地域振興局総務企画部副主幹）� 奥山　澄子
○主幹（労働委員会事務局審査調整課主幹）� 佐々木正浩
○副主幹（団体指導室副主幹）� 佐藤　孝司
○副主幹（農林水産技術センター総務管理室副主幹）
� 金　　敏幸
○主査（雇用労働政策課主任）� 松倉　和美
○主査（秋田地域振興局県税部主査）� 田村　知巳
○主査（雇用労働政策課主任）� 塩川　　啓

《転出》　〈　〉は派遣� 敬称略

◎産業労働部
○企画振興部長� 柴田　　誠
○企画振興部次長� 黒木　孝人
○会計管理者（兼）出納局長� 東海林文和
○会計課長� 佐藤　　功
○情報企画課長� 佐藤　雅彦
○財政課長� 出雲　隆志
○秋田地域振興局総務企画部長� 高橋　　徹
○園芸振興課長� 熊谷　　譲
○平鹿地域振興局総務企画部長� 菅沼　和也
○観光振興課政策監� 信田　隆善
○総務部課長待遇〈秋田市派遣〉� 兼子　達弘
○教育庁生涯学習課政策監� 永井　義之
○東京事務所企画政策課長� 保坂　　伸
○総合政策課政策監� 保坂　雅弘

◎産業政策課
○教育委員会副主幹� 後藤　　進
○観光戦略課副主幹� 小松　鋼紀
○人事委員会事務局副主幹� 藤原　浩二
○建設政策課主査� 木村　高志
○総合県税事務所納税部主任� 阿部　　朗

◎地域産業振興課
○大阪事務所主幹� 保坂　一仁

人事異動のお知らせ
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平成24年度本会通常総会開催（予定日）のご案内
○開  催  日　平成24年6月5日（火）

○開催場所　秋田市「秋田キャッスルホテル」（秋田市中通一丁目3－5）
※正式には、4月以降に開催される理事会で決定されます。

○議会事務局副主幹� 佐藤　良知
○名古屋事務所副主幹� 土屋　和久
○学術振興課副主幹〈県大本荘派遣〉� 熊谷　仁志
○　　同　　主査〈国際教養大学派遣〉� 佐藤　真也

◎産業集積課
○企業立地事務所主任� 髙橋　一華

◎商業貿易課
○秋田うまいもの販売課副主幹� 庄子　芳和
○観光戦略課副主幹〈東北経済連合会派遣〉� 須磨　　武

◎資源エネルギー産業課
○人事委員会事務局副主幹� 石田　　亨
○環境整備課技師� 髙橋　　大
○東京事務所企画政策課技師〈資源エネルギー庁派遣〉
� 佐藤　直彦

◎食品産業課
○秋田うまいもの販売課主幹� 和泉　　克
○　　　　��同��　　　　副主幹� 畠山　賢也
○観光振興課副主幹� 菅生　淑子
○秋田うまいもの販売課副主幹� 辻田　豊英
○　　　　��同��　　　　主査� 山内　雅絵
○　　　　��同��　　　　主査� 小田長宏至
○　　　　��同��　　　　主任� 土田　織恵
○港湾空港課主任� 松岡　大介
○総合食品研究センター企画管理室主任研究員
� 杉本　勇人
○秋田うまいもの販売課主事� 佐藤　善文

◎観光課
○少子化対策局副主幹� 益子　和秀
○観光振興課副主幹� 長嶋　直哉
○　　同　　副主幹� 佐藤　功一
○観光戦略課副主幹� 橋本　裕巳
○観光振興課副主幹� 小笠原　晋
○　　同　　副主幹� 小川　　純
○福祉政策課副主幹� 小柳　和己
○観光振興課主幹〈秋田県観光連盟派遣〉� 根田　好倫
○医師確保対策室副主幹� 荻原由美子
○観光振興課副主幹� 飯澤　主貴
○観光戦略課副主幹� 小玉　博樹
○環境整備課主査� 佐々木晃博
○子育て支援課主査� 中村　賢哉
○観光振興課主査� 棚橋恵里子
○　　同　　主任� 山西　龍馬
○由利地域振興局総務企画部主任
　〈山形県庄内総合支庁派遣〉� 髙橋　健治
○観光戦略課主事� 中嶋　結也
○観光振興課主事� 柿崎　浩樹
○　　同　　主事� 橋本　　嶺
○　　同　　主事� 松江　翔一

◎雇用労働政策課
○秘書課副主幹� 門間　兵悦
○教育委員会復帰� 小野　　曜
○労働委員会事務局副主幹� 秩父　克郎
○議会事務局主査� 篠原　　学

【株式会社商工組合中央金庫秋田支店】（4月1日付）
《転入》　（　）は前職� 敬称略
○次長（ソリューション事業部）� 須田　正紀
○調査役（神田支店）� 堤　　公俊

《転出》   
○さいたま支店次長� 小野寺　隆
○押上支店調査役� 須藤　　淳
○上野支店書記� 石村　達也

【秋田県中小企業団体中央会】（4月1日付）
（　）内は前職

◎総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○事務局次長兼総務部長（事務局次長）� 加藤　　貢
○総務部総務企画課長（事業振興部商業振興課長）
� 佐藤　郁夫
◎調査部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○調査部調査広報課主事（事業振興部工業振興課主事）　
� 黒政　祐亮
◎事業振興部　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○事業振興部長待遇兼横手支所長（総務部長兼総務企画課長）
� 山本　浩一
○事業振興部長兼工業振興課長兼商業振興課長
　（事業振興部長兼工業振興課長）� 畠山　頼仁
○事業振興部商業振興課課長補佐
　（事業振興部工業振興課課長補佐）� 齋藤　典昭
○事業振興部商業振興課主査（事業振興部商業振興課主任）
� 芳賀　洋子
○事業振興部工業振興課課長補佐（事業振興部横手支所長）
� 加藤　謙太
○事業振興部工業振興課主任（調査部調査広報課主任）　
� 目時　　均
○事業振興部工業振興課主任（事業振興部商業振興課主任）
� 山本　繁広

【新規採用職員のお知らせ】
　4月1日付で職員を新規採用しました。宜しくお
願い致します。

　　土田　慎（つちだ　しん）
　　【調査部調査広報課主査】

【職員退職のお知らせ】
　本会、事業振興部工業振興課上席主幹堀井清一さ
ん、調査部調査広報課上席主幹吉田誠樹さんが3月
31日をもって定年退職致しました。
　堀井清一さん、吉田誠樹さんは共に約33年間に
わたり県内の組合・業界の育成・支援に力を尽く
され、本会の発展に大きく貢献されました。
　堀井清一さん、吉田誠樹さんの永年の功績に対し
感謝申し上げます。


