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1 平成24年度通常総会を開催
〜塩田謙三氏を会長に再任〜

　6月5日㈫、本会の平成24年度通常総会を秋田市の秋田キャッスルホテル

において、会員262名（委任状出席160名を含む。）の出席の下で開催しまし

た。

　議案の審議に先立ち塩田会長は、「昨年は、国土交通省東北地方整備局に

対し、日本海側の交通インフラ整備について要望したほか、秋田県に対し、

最低制限価格制度の導入や分離分割発注について要望し実現している。本

年度も、“行動する中央会”のスローガンのもと、会員のニーズに耳を傾け、

力を合わせて頑張っていきたい。」と挨拶しました。

　引き続き、議案の審議に入り、平成23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24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・可決されました。

　また、任期満了に伴う役員改選を行い、塩田会長が再任されたほか、理事

30名、監事3名が選出されました。

　総会終了後には表彰式が行われ、6組合と40名の個人に対し秋田県知事

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ました。

　引き続き、懇親会が行われ、来賓を代表して橋口昌道秋田県副知事及び石

井周悦秋田市副市長のご祝辞の後、辻憲一株式会社商工組合中央金庫秋田支店長の乾杯のご発声で

開宴し、終始和やかな雰囲気の中、盛会裡に終了しました。

【挨拶をする塩田会長】

【祝辞：橋口副知事】

【祝辞：石井副市長】
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栄えある受賞を心からお慶び申し上げます

優良組合　　　　　　　　　　　　� （敬称略）

組合名 所在地 理事長名

秋田県板金工業組合 秋田市 杉本　捷生

組合功労者　　　　　　� （順不同･敬称略）

氏　名 組合名 役職名

平澤　孝夫 秋田市駅前広小路商店街振興組合 理事長

伊藤　和宏 秋田市工業団地協同組合 理事長

優良組合　　　� （順不同･敬称略）

組合名 所在地 理事長名

秋田建具工業協同組合 能代市 佐藤　知道

秋田県ニット工業協同組合 秋田市 遠藤　善雄

協業組合三交モータース商会 秋田市 金森　幸志

本荘由利繊維協同組合 由利本荘市 高橋　信夫

秋田さきがけ販売店協同組合 秋田市 舛屋　敏彦

組合功労者　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　（順不同･敬称略）

氏名 組合名 役職名 氏名 組合名 役職名

菅原　弘之 協同組合秋田県中小企業労務協会 理事長 小笠原　貢 秋田県自動車整備商工組合 理　事

横井　伸一 大館市大町商店街振興組合 理事長 伊藤　　悟 秋田県自動車整備商工組合 理　事

中安　則光 秋田県クボタ販売協同組合 理事長 佐藤　秀一 中央素材生産事業協同組合 理　事

小野　克弘 協同組合東由利ショッピングプラザ 副理事長 伊藤　金作 横手たばこ販売協同組合 理　事

藤原　寛市 秋田県中古自動車販売商工組合 副理事長 進藤　　昂 由利本荘市管工事協同組合 理　事

渡部　尚男 協同組合横手卸センター 副理事長 佐藤　喜悦 由利本荘市管工事協同組合 理　事

杉渕　正英 秋田県製麺協同組合 副理事長 船橋　　與 秋田県電気工事工業組合 理　事

小松　昌英 協同組合東由利ショッピングプラザ 専務理事 蒲生　征明 秋田県板金工業組合 理　事

五嶋　建二 秋田県印刷工業組合 専務理事 柿崎　昭雄 秋田市工業団地協同組合 理　事

佐藤　　潤 湯沢市柳町商店街協同組合 専務理事 廣嶋　直英 秋田たばこ販売協同組合 理　事

山田　哲也 秋田県パン協同組合 常務理事 渡部　縫子 秋田たばこ販売協同組合 理　事

軍司　信幸 秋田県菓子工業組合 常務理事 三浦　義孝 秋田たばこ販売協同組合 理　事

藤原　菅也 秋田県トラック運送事業協同組合 理　事 金平　照正 秋田県農業機械商業協同組合 理　事

浅石　　薫 秋田県花卉小売商業協同組合 理　事 安藤　繁義 北鹿電気工事業協同組合 監　事

伝農　善亮 秋田県中古自動車販売商工組合 理　事

【受賞された方々】

秋田県知事表彰

秋田県中小企業団体中央会会長表彰

秋田県知事表彰

秋田県中小企業団体中央会会長表彰
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組合専従優秀職員　　�　（順不同･敬称略）� （敬称略、ゴシックは新任）

氏　名 組合名 役職名 氏　名 所属組合名

梅津　　厚 秋田県中古自動車販売商工組合 会　長 塩田　謙三 秋田県南トラック事業協同組合

佐藤　章二 秋田県中古自動車販売商工組合 副会長 栁田　　聰 秋田県主食集荷商業協同組合

渡辺スヂ子 秋田県木材産業協同組合連合会 〃 桑原　　功 協同組合秋田卸センター

嵯峨奈緒子 秋田管工事業協同組合 〃 菊地　成一 秋田県木材産業協同組合連合会

長坂磨美衣 秋田管工事業協同組合 〃 藤澤　正義 秋田県鐵構工業協同組合
加藤カンナ 秋田県遊技業協同組合 専務理事 髙橋　清悦（専従）

竹内　　順 協同組合秋田市民市場 常任理事 後藤　　一 秋田県菓子工業組合

小武海美輝 秋田県火災共済協同組合 〃 仙花　久彌 秋田県自動車車体整備協同組合

〃 加藤　憲成 秋建協同組合

〃 大門　一平 秋田県印刷工業組合

〃 平澤　孝夫 秋田県商店街振興組合連合会
理　事 白石　光弘 秋田県農業機械商業協同組合

〃 村岡　淑郎 秋田県火災共済協同組合

〃 矢吹　達夫 秋田県豆腐油揚商工組合

〃 浅利　　滋 秋田県味噌醤油工業協同組合

〃 高橋　正男 秋田管工事業協同組合

〃 伊藤　和宏 秋田市工業団地協同組合

〃 小玉真一郎 秋田県酒造協同組合

〃 大嶋　秀夫 秋田県葬祭業協同組合

〃 武藤　真人 秋田県パン協同組合

〃 佐藤　武義 協同組合秋田県旅行業協会

〃 進藤　政弘 秋田県中小企業青年中央会

〃 佐賀　善美 コーディネート秋田協同組合
〃 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
〃 佐藤　和喜 秋田県花卉小売商業協同組合
〃 近藤　隆平 秋田県製麺協同組合
〃 明石　喜美 あきたレディース中央会

中央会事務局専従者 監　事 千葉三四郎 秋田県電気工事工業組合
氏　名 役職名 〃 伊藤　隆康 秋田県ハイヤー協同組合

加藤　謙太 事業振興部工業振興課課長補佐 〃 多賀糸敏雄 協同組合横手卸センター

【懇親会の様子】【乾杯：辻商工中金秋田支店長】

平成24年度　新役員名簿
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全国大会への要望事項を審議
� �〜第3回理事会を開催〜

　6月20日㈬、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において本会の平成24年度第3回理事会を開催し、会

員の加入脱退について承認を行ったほか、来る10月25日㈭開催の「第64回中小企業団体全国大会」に提

出する本県要望事項について審議しました。

　審議の結果、本県の要望事項として、以下の7分野14項目が決定されました。今回決定した要望事項

は、7月4日㈬山形県にて開催される、東北・北海道中小企業団体中央会連絡協議会会長会議及び事務局

代表者会議や、全国中央会の専門委員会などの審議を経て、全国大会へ上程されます。

【理事会の様子】

Ⅰ　最重点項目（6項目）
【総合・組織】
1　さらなる経済対策の実行
　政府は、東日本大震災以降数次に亘る補正予算を組み、震災復興対策のほか、大規模な金融支援を始めとし
た様々な経済対策を実施してきているが、先行きは依然不透明である。
　特に、デフレの進行により中小企業は体力を奪われ、厳しい経営を余儀なくされていることから、新成長戦
略に掲げた「強い経済」の実現を目指し、円高・デフレを脱却して国内産業の空洞化を食い止めるなど、さら
なる経済対策を実行すること。
2　リスクを分散する国土整備の促進
　東日本大震災により太平洋岸の各種工場が被災し、サプライチェーンの寸断など国内経済に大きな影響を
及ぼした。今後、様々な産業リスク回避の意味からも連携協調が可能な形での分散立地化を促進すること。
　また、災害時のリスク管理という観点から、特に、高速道路の未開通区間の早期解消を始め港湾整備など日
本海側の交通インフラ整備を積極的に推進すること。

【震災復興対策】
1　風評被害の防止と施策の展開
　東京電力福島第一原発事故の影響による放射能汚染を敬遠する買い控えや観光産業等に対する風評被害
は、未だに沈静化されているとは言えない。
　このため、国は安全・安心な情報を国内外にきめ細かく発信するとともに、正確な検査体制を敷き、安全性
を担保しながら風評被害の払拭に努めるなど、積極的な施策を展開すること。

【官公需】
1　競り下げ方式導入に反対
　内閣府・行政刷新会議において、「競り下げ方式」と言われる新たな公共入札制度の導入が検討され試行さ
れている。しかし「競り下げ方式」は、厳しい経営環境下にあって懸命に仕事を探している中小企業者を低価
格競争に巻き込み、さらに、民間取引先からも価格の引き下げを迫られる恐れがあるなど、デフレを一層加速
させる要因にもなることから安易な導入はしないこと。

【金　融】
1　資金繰り対策の継続 
　長引く景気低迷に加え、東日本大震災の影響により厳しい経営状況が続く中で、中小企業からの返済や条
件変更等の申し出について、金融機関において機動的な対応が可能となるよう、中小企業資金繰り対策につ
いては引き続き万全の措置を講ずること。特に、来年3月31日まで期限が延長された中小企業金融円滑化法
については、景気が回復し安定するまで再延長すること。
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【税　制】
1　消費税の引き上げ反対
　今国会において消費増税を柱とする「社会保障と税の一体改革法案」が議論されている。消費税率引き上げ
は、国内消費の低迷やデフレの進行等により内需不振が続く中で、消費減退を誘発することになり、加えて、
増税分の価格転嫁が困難な中小小売店を始めとする中小企業者にしわ寄せが行き、更なる負担を強いること
となる。このため、景気の動向を勘案し経済情勢が好転するまで、安易な引き上げは行わないこと。

Ⅱ　重点項目（8項目）
【総合・組織】
1　中小企業対策予算の拡充
　平成22年6月に閣議決定された「中小企業憲章」について、その具現化を図り、実効性のある中小企業対策
を実施すること。そのため、平成25年度の予算編成にあたっては、中小企業等協同組合を始めとする連携組織
に対する支援を国の重要な政策の柱として位置づけ、中小企業対策予算の更なる拡充を図るとともに、中小
企業の成長を支援する施策を講ずること。
【官公需】
1　中小企業向け官公需発注機会の増大
　我が国経済の礎である中小企業を支援するため、国等は官公需法の理念、考え方に沿った中小企業向け官
公需発注機会の更なる増大に積極的に取り組むこと。また、特に市町村など地方公共団体に対して官公需に
関する国等の契約の方針に基づいた措置を講ずるよう強く要請すること。
2　国産材の利用促進施策の拡充
　林野庁では「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」を定め、公共施設への木材使用の拡

大を推進しているが、国産材のなお一層の利用促進を図るため、関係機関への周知徹底を図ること。
【金　融】
1　個人保証を徴求しない金融システムの実現
　中小企業が金融機関等から借入をする場合、経営者やその家族等個人の債務保証を求められるのが一般的
であり、万が一、企業経営に失敗した場合、生活破綻につながることが少なくない。国では、「包括根保証」を無
効とする民法改正をしたり、「個人保証に過度に依存しない融資の推進」という要請文を発出しているが、未
だ抜本的な見直しには至っていない。このため、やる気のある事業主が新たな事業に再チャレンジ出来るよ
う、社会の責任と個人の責任が明確になる仕組みづくりを推進すること。また、若い人達が起業出来る環境づ
くりのためにも、個人保証を徴求しない金融システムの実現を図ること。
【商　業】
1　商店街に対する支援の拡充
　「中小商業活力向上事業補助金」では、商店街が安全・安心な街づくりを推進していく上で、街路のバリア
フリー化や保育施設・高齢者交流施設等の設置は認められているが、アーケードの修理・修繕費用は認めら
れていない。商店街近代化時に建設されたアーケードの老朽化が進んでおり、安全確保のためにもアーケー
ドの修理・修繕費用も補助金の対象にすること。
　また、商店街等共同施設の借入金償還に係る賦課金と減価償却費との差額への非課税措置を講ずること。
【労　働】
1　最低賃金の一律引き上げ反対
　現下の厳しい経営環境においては、最低賃金の引き上げには、中小企業の生産性向上や下請取引の適正化
等による中小企業全体の底上げが不可欠であり、中小企業の経営実態を無視した一律での引き上げは行わな
いこと。
2　外国人技能実習生の社会保険料免除
　外国人技能実習制度により入国した外国人技能実習生は、最大3年間の滞在が許可されており、厚生年金保
険及び雇用保険の加入が義務付けられている。帰国時には厚生年金脱退一時金を受け取っているが、その額
は不十分で直接に年金とは結びつかず、年金制度になじむものではない。今後、外国人技能実習生の厚生年金
保険及び雇用保険の加入については、特例措置を設ける等して、全額免除とすること。
3　介護休暇期間中の社会保険料免除
　高齢化社会の進行に伴い、従業員の介護休暇取得が増加することが予想される。その際の社会保険料が事
業主と従業員の大きな負担となることから、事業主及びその従業員の負担を軽減するため、育児休業期間中
と同様に介護休暇期間中の社会保険料について全額免除すること。
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組合相談コーナー 理事の職務・義務について
Ｑ�　そもそも「理事」とは何をする人なのですか？

Ａ�　理事の務めは、①理事会に出席して業務執行の意思決定に参加すること、②代表理事等の業務執

行が総会決議等に反しないかチェックすること、③代表理事の業務執行に協力することです。

　�　どのような組合の理事も、善良な管理者の注意を持って委任事務を処理することが要求されま

す。善良な管理者の注意は、自らの事務処理に要求されるだけではなく、他の理事の職務執行に対す

るチェックにも求められます

　ここで、理事の職務・義務について確認してみましょう。
　次の説明が正しければ○を、誤っている場合は×を付けて下さい。

　１　理事でない組合員が理事会を招集することはできない。
　２�　組合と理事個人の間の契約は自己契約に該当するが、理事の所属する企業との契約は自己契約
にならない。

　３　理事の任期は「2年以内で定款で定める期間」である。

※回答は10ページに掲載しています。
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経済団体に対し
� 新規高卒者求人要請

　6月6日㈬、秋田県商工会館において、佐竹敬久秋田県知事や

坂本忠行秋田労働局長等から経済5団体に対し、平成25年度の

新規高卒者に対する求人要請が行われました。新規高卒者の

就職状況は、県内就職希望者が増加傾向にあり、県内企業の積

極的な採用枠の拡大について要請がありました。

　本会からは髙橋清悦専務理事が出席し、要請書を受け取り

ました。要請に対し、髙橋専務理事は、「中長期的に安定して雇

用を確保していくためには、地域経済の体質強化が何よりも

不可欠である。今後、企業の体質強化を支援しながら、会員組

合や傘下企業とともに求人を確保できるように努めていきた

い。」と話しました。

　本県にとっては若者の県内就職・定着化が重要な課題と

なっており、会員組合、組合員企業の皆様方におかれまして

は、高校卒業予定者に対する採用枠の拡大と求人票の早期提

出についてご協力をお願いします。

　採用選考にあたりましては下記の事項に十分ご配慮下さ

い。

◇採用選考時に質問・記入等を避けるべき事項◇

①本籍・出生地に関すること� ②家族に関すること� ③住宅状況に関すること�

④生活環境・家庭環境などに関すること� ⑤宗教に関すること� ⑥支持政党に関すること

⑦人生観・生活信条などに関すること� ⑧尊敬する人物に関すること� ⑨思想に関すること

⑩労働組合・学生運動など社会運動に関すること� ⑪購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

【佐竹知事(左)と坂本労働局長】

【要請書を受け取る髙橋専務理事】
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業 界 の 声

菓子製造	 	取引先スーパーでは、単価が安ければどこからでも仕入れるなど、価格競争が激しく、し烈を極めている。

ニット	 	都内百貨店を中心に、夏物セール開始時期を例年より遅らせる傾向が見受けられ、5月に入ってもい
くつか追加発注があった。

一般製材	 	円高が進み、外材安に押されて国産材市況は悪化している。全国各地に地域型住宅ブランド化事業を
立ち上げているが、どの程度の仕事量があるかはわからない。

印刷	 	官公需は入札物件も含め発注件数、受注件数、金額とも昨年より落ち込んだ。民需も商業チラシ印刷
等、件数、ロット共減少が続いている。

生コン	 	5月の出荷数量は前年同月比136.7%。4〜5月累計で前年比127.6%。前年の落ち込みの反動が要
因。震災復興需要により原材料不足となっており、供給側から値上げを要請されている。

商業卸	 	日用雑貨・事務用品関係は、需要の停滞から売上は減少傾向にあり業況は依然厳しい。酒類卸売業の
売上は、前年同期で増加しているが、一昨年の水準までには至っていない。サッシ・住宅機器卸関係
では、震災復興関連工事による需要が継続している。

自動車販売	 	5月の新車販売台数は、登録自動車が1,949台（前年同月比152.9%）､軽自動車が2,402台（同
160.0%）で、合計4,351台（同156.7%）であった。エコカー補助金・エコカー減税の効果で、引き続
き好調な結果となった。

石油販売	 	ガソリン1ℓ当たり150円で前月比7円30銭引き下げ。軽油1ℓ当たり131円60銭で前月比4円の引
き下げ、配達灯油は18ℓで1,747円で前月比57円の引き下げとなった。共に5週連続の引き下げと
なっており、減販とマージンの悪化により苦戦している。

商店街	 	家電は節電型クーラーの売上げが好調で、従来型の分を埋め、前年並みの売上げとなった。「身の回り
品」については今まで節約されていたが4月以降は売上げが順調に推移している。（秋田市）

自動車整備	 	自動車検査台数は対前年比で10.2%増加した。その要因は、自動車重量税改定によるものと考えられる。

電気工事	 	住宅着工件数は時期的に若干上向き傾向であるが、工事単価は下落している。公共工事は昨年より発
注件数が多くなっている。特に、節電や災害時対策として、太陽光発電や蓄電池設備の一般住宅への
設置に今後期待が持てそうである。

トラック	 	秋田発の荷物が少なく苦戦している。燃料価格は下がってきているが、採算的にはまだまだ厳しい状
況にある。数量、収入とも前年同月対比で10%減少している。

景況レポート
（5月分・情報連絡員80名）

ＤＩ値は−21.2でわずかに上昇
〜節電対策等により一部業界に持ち直しの動き〜

【概況】5月の県内景況は、前年同月と比較して、景況が「好転」し
たとする向きが13.8%(前月調査13.8%)､「悪化」が35.0%（同
40.0%）で、業界全体のDI値は−21.2となり、前月調査と比較し
て5.0ポイント上回った。	
　内訳として、製造業全体のDI値は−25.0で前月調査（−15.6）
と比較して9.4ポイント下回った。また、非製造業全体は−18.7
で前月調査（−33.4）と比較して14.7ポイント上回った。
　製造業においては急激な円高の影響などの不安材料があった
ことや受注が低迷したことなどが、下回った要因。また、非製造業
では依然好調な自動車販売に加え、節電・エコ商品需要が高まっ
ていることが上回った要因とみられる。
	 （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。
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支 団 活 レ ー援 体 動 ポ ト支 団 活 レ ー援 体 動 ポ ト
秋田県へ要望書を提出　〜秋田県アパレル産業振興協議会〜
　6月1日㈮、秋田県アパレル産業振興協議会（佐々木繁治会長）は、
秋田県庁第二庁舎内の産業労働部長室にて、関根産業労働部長に
「秋田県の中小企業施策の拡充」について本会と連名で要望書を提
出しました。
　要望書では、県の設備投資に対する助成施策は高額な経費を必
要とするものが中心となっており、既存の事業を拡大する目的で
は活用しにくい内容となっていること、積極的に施策を活用でき
るよう、設備導入に係る制限の緩和やその補助金額及び補助率の
拡大について要望しました。

通常総会・交流サロンを開催　〜あきたレディース中央会〜
　6月20日㈬、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（14会員）の平成24年度通常総会及び交流サロンが開催され、平成23年度事
業報告書及び収支決算書が満場一致で承認されたほか、平成24年度事業計画・収
支予算が原案どおり可決されました。
　また、総会終了後に交流サロンが開催され、会員の活動報告とメイクアップ講習
が行われました。活動報告では、秋田県化粧品小売協同組合女性部の橋本京子氏
より、組合のプライベートブランド商品「KIRYO（キリョウ）」の説明と、介護福祉
施設等への出張メイクアップにおいて、メイクアップが生き生きと暮らす一因と
なっていること等が紹介されました。
　続いて、資生堂販売株式会社東北支社美容部長工藤保子氏を講師にお迎えし、全
員で「肌をいきいき見せるメイクアップ」を実践しました。

通常総会を開催し新役員を決定　〜秋田県商店街振興組合連合会〜
　6月5日㈫、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（13会員）の平成24年度
通常総会が開催され、平成23年度の事業報告書及び収支決算書が承認されたほか、平成24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、任期満了に伴う役員改選が行われ、理事長には平澤孝夫氏（秋田市駅前広小路商店街振興組合）が再選
されたほか、副理事長には新たに塚本真木夫氏（能代市畠町商店街振興組合）が選出されました。

通常総会を開催し新役員を決定　〜あきた食品振興プラザ〜
　6月21日㈭、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において、あきた食品振興プラザ（135会員）の平成24年度
通常総会が開催され、平成23年度の事業報告書及び収支決算書が承認されたほか、平成24年度事業計画、収支
予算案が満場異議なく原案どおり可決・承認されました。
　また、任期満了に伴う役員改選が行われ、会長に後藤一氏（秋田県菓子工業組合）、副会長に矢吹達夫氏（秋田
県豆腐油揚商工組合）、小玉真一郎氏（秋田県酒造協同組合）がそれぞれ再選されたほか、新たに副会長として
近藤隆平氏（秋田県製麺協同組合）が選出されました。

【要望を手渡す佐々木会長（左から3番目）】

【交流サロンの様子】

【メイクアップの実践】

～肌をいきいき見せるメイクアップのポイント～
　　１　肌の凹凸をなめらかに整える。
　　２　眉･目･口は上昇ラインを意識してややくっきりと仕上げる。
　　３　口紅･ほほ紅で血色感をプラスする。
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● a la carte●アラカルトアラカルトアラカルト
■工場見学会と竣工祝賀会を開催… 〜秋田製材協同組合〜
　6月11日㈪、秋田製材協同組合（石崎修治理事長）の製材工場が竣工し、工場見学会と竣工祝賀会が開催され
ました。
　本県の木材産業は、安価な輸入材や大規模工場を有する県
外産の製品に押され、低迷が続いています。同工場の現在の
稼働率は50％ですが、フル稼働となった場合の原木処理量は
最大で年間14万8千㎥となり、製材コストの大幅な削減が期
待されます。
　県内には森林資源が豊富にあり、原材料のスギ原木はすべ
て県内で賄うことができるため、製材品を大量生産すること
で森林整備も促進されます。
　当組合の石崎修治理事長は、「大型製材工場ができたこと
で、コスト削減を進め、製材品を安定供給する態勢が整った。
被災地や首都圏における秋田杉ブランドの販路拡大に努め
たい。」と今後の抱負を述べています。
　また、工場見学会に引き続き、秋田キャッスルホテルにお
いて竣工祝賀会が開催され、佐竹秋田県知事や穂積秋田市
長、栗林大仙市長を始め、本会からは髙橋専務理事が出席し、
総勢230名にて大型製材工場の門出を盛大に祝いました。

■インテリアフェスティバル2012を開催… 〜秋田県室内装飾事業協同組合〜
　秋田県室内装飾事業協同組合（野口久栄理事長）は今年の10月に創立40周年を迎えますが、記念事業の一環
として、来る7月21日㈯に秋田市のイオン秋田御所野店セントラルコートにてインテリアフェスティバルを
開催します。
　様々な企画が用意されていますので、是非、ご来場
下さい。
　＜開催予定のイベント＞
　　○インテリア設計の無料相談
　　○メーカーブース巡りスタンプラリー
　　　（空くじなしの抽選会）
　　○カーテン生地を使ったエコバッグ作り
　　○�カーペットを使用したキッズデザインコンテ

スト　等
【お問い合わせ先】
　秋田県室内装飾事業協同組合　☎018-831-1276

■商店街にWi-Fi（無線LAN）スポットを設置
… 〜大館市御成町二丁目商店街振興組合〜
　大館市御成町二丁目商店街振興組合（瀧等理事長）では、大館市から受託した「御成町商店街情報発信事業」
の一環として、観光客受入の玄関口となるJR大館駅に近いという立地を活かし、利便性を高めることで商店
街に人を呼び込むという目的で、商店街がある大館市御成町二丁目大通り一帯を範囲に、パソコンやスマート
フォンでインターネットに無料接続できる「フリースポット」を開設しました。
　旧ジャスコ跡地がある交差点から、旧小坂鉄道踏切までの範囲に電波を受信するアクセスポイントを5カ所
に設置して商店街一帯をカバーしており、対応機種があれば24時間無料でインターネットに接続できます。
ご来街の際には、是非ご利用下さい。

【丸太の加工作業】

【竣工祝賀会の様子】
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6ページの回答　１－×、２－×、３－○

◎業界の現状について
　当業界は、現在、転換期にあります。人口の減少等によって、国内及
び県内での市場がどんどん小さくなってきており、技術力がなけれ
ば仕事をもらうことができないようになってきております。また、海
外との競争も激しくなっており、物価が安い地域とは製品価格での
勝負ができず、さらに技術の進歩も目覚ましく、溶接等の一部の技術
は日本と肩を並べる位になってきております。
◎理事長としての抱負　
　当組合においては、「今、通用しているから良い。」とか、「県内で認
められているから安心」という考えは危険です。
　今はまだ日本が先行していますが、10年後のギアチェンジでは間
に合いません。ずっとトップスピードで走り続け（常に技術を磨き続
け）、粘って、簡単に追いつかせない努力が必要です。
　値下げして受注するのでなく、一億円の仕事を一億円で受けられ
るように、組合員全体で技術を向上させていきたいと思っています。
◎座右の銘について
　座右の銘は、「一生懸命」です。自分で課題を見つけ、常に挑戦を続けています。物事は、一回勝って終わりで
はないと思います。常に、今よりもレベルアップしようと努力し続け、前を走る者を追い越そうとする時や後
ろから追いつかれた時、勝てないまでも負けない実力を備えたいと考えています。
◎趣味について
　趣味は、ゴルフ、スキー、そして家庭菜園を楽しんでいます。スキーは、新潟県の出身なので、子どもの頃か
ら当たり前のように滑っていますが、ストレス解消になり、年齢を重ねても楽しめるスポーツだと思います。
冬場になると、妻と毎週のようにスキー場へ出かけております。できれば100歳まで滑走するのが目標です。

秋田県鐵構工業協同組合
理事長　藤　澤　正　義 さん

　商店街等の課題解決に有効な新たな取り組みについて研修企画の提案を受けて審査を行い、採択された商店街等
に提案に応じて1〜5日の期間、専門家等を派遣し研修を行います。
　○応募対象　　　�商店街振興組合、事業協同組合、商店街振興組合連合会、協同組合連合会、任意団体の商店会を

含む商店街、まちづくり会社、NPO法人等　
　○補助限度額　　30万円以内
　○補助対象費目　講師謝金、講師旅費、教材費（印刷費・作成費）、会場費（会場借料・会場設営費）
　○申請受付期限　平成24年12月20日（木）（毎月20日締め）
【お問い合わせ先】　株式会社全国商店街支援センター
　　　　　　　　　〒104-0043�東京都中央区湊1-6-11　八丁堀エスワンビル4階　TEL�03-6228-3061/FAX�03-6228-3062

　この制度は、電力会社による再生可能エネルギー買い取りに係る費用が賦課金という形で7月の電気料から上乗
せされるにあたり、製造業のように大量に電力を使用する事業者については、一定の条件を満たした場合に賦課金
の減免を実施するというものです。
　○申請受付期限　平成24年7月13日（金）まで　　
【お問い合わせ先】東北経済産業局エネルギー課　☎022-221-4932　http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/index.html

　平成21年に改正された「育児休業、介護休業等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」は、これまで従業
員100人以下の事業主への適用が免除されておりましたが、本年7月1日より全面施行されますので、就業規則等の
整備についてご確認下さい。
　　　適用となる制度（概要）
○短時間勤務制度（所定外労働時間の短縮措置）：�３歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合に、短時間勤務ができる制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日の労働時間が原則として6時間）
○所定外労働の制限：３歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合に、残業が免除される制度
○介護休暇の制度：�要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が申し出た場合に、休暇を取得することができる
　　　　　　　　　制度（対象家族が1人の場合：年に5日以内、対象家族が2人以上の場合：年に10日以内）

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
商店街の自主取り組み提案事業を募集中　　株式会社全国商店街支援センター

電気使用料金の減免制度のお知らせ　　東北経済産業局

改正育児･介護休業法が全面施行　　厚生労働省



⓫

秋田流通サービス事業協同組合

〒013-0001　秋田県横手市杉沢字中杉沢 592番地の 3
TEL 0182-33-2561　FAX 0182-33-1299

㈱出羽運輸

㈲川津商事

六郷小型貨物自動車運送㈱

㈱三ウラ産業

日通横手運輸㈱

大曲小型貨物自動車運送㈱

十文字運送㈱

川連運送㈱

里見運送㈲

千歳運送㈲

㈱秋田おばこ運輸

㈱仙建

㈲藤原運送

角間川運送㈱

エコー運輸㈱

㈱岡部興業

合資会社塩喜運送

㈲丸橋運輸

姉崎商運㈱

豊幸商事運輸㈲

横手運送㈱

田沢湖運送㈱

湯沢運送㈱

㈲北國急行
※順不同

〒010-0967 秋田市高陽幸町8番17号岸ビル内

ご家庭と企業に
安心と安全をお約束
ご家庭と企業に
安心と安全をお約束

株式会社

北日本リース
TEL.018-883-1888　FAX.018-883-1822

株式会社

北日本ベストサポート
TEL.018-896-5080　FAX.018-896-5087

協会けんぽから健康保険料負担を軽減するための署名のお願い
　全国健康保険協会（協会けんぽ）では、事業主や加入者が困窮している現状を政府に対して強く
訴え、年々増え続ける保険料負担を軽減するための署名をお願いしております。
署名活動にご理解とご協力をお願いいたします。

詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.99969.html

＜お問い合せ先＞　〒010-8507　秋田市川元山下町5-21
　　　　　　　　　全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部　企画総務グループ
　　　　　　　　　☎018-883-1841
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