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6月4日（木）、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
27年度通常総会を会員266名（委任状出席164名を含む。）出席の下で開催
しました。
議案の審議に先立ち、本会藤澤正義会長は、「国では、『地方創生』を合言

葉に『地方』を主役にしようという動きが本格化している。中央会では、地
方創生に関連した事業についても今年度実施する予定だが、我々地方の中
小企業が『地方創生』をビジネスとしてどのように取り込んでいくのかと
いうことについても、会員組合・組合員企業の皆様と互いに知恵を出し合い取り組んでいきたい。」
と挨拶しました。
続いて、議長に高橋正男氏（秋田管工事業協同組合理事長）を選任して議案の審議に入り、平成26

年度一般会計・特別会計事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案が承認さ
れたほか、中央会創立60周年記念事業の開催を含めた平成27年度一般会計・特別会計事業計画及び
収支予算の設定等、全ての議案が満場一致をもって承認・可決決定されました。
とりわけ、平成26年度事業報告では、本会の支援事業を活用し課題解決に取り組んだ日本ミルク

ネットワーク協同組合（鈴木嘉久理事長）並びに大同衣料株式会社（佐々木祐太代表取締役）の2団体
より取組の内容や成果等について発表が行われ、出席者は真剣に耳を傾けていました。
また、通常総会終了後には表彰式を開催し、優良組合4組合と組合功労者等36名に対し、それぞれ

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。
引き続き会場を移して開催された懇親会には135名が出席し、ご来賓を代表して佐竹敬久秋田県

知事並びに石井周悦秋田市副市長より祝辞が述べられた後、工藤嘉範秋田県議会議員（産業観光委員
長）による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。

〜平成 27 年度秋田県中央会の活動目標〜
1　中央会活動ビジョンの実践と『強い組合・強い企業づくり』の推進
2　新規組合設立や創業の推進
3　会員組合、組合員企業のニーズに即した事業の実践と弾力的な運用
4　中小企業経営力強化法の認定支援機関として、より専門性の高い支援事業の実現
5　国、県等の中小企業施策の積極的な活用と推進

平成27年度通常総会を開催
	 〜今年度の活動方針・実施事業を決定〜

［開会挨拶：本会藤澤正義会長］
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栄えある受賞を心からお慶び申し上げます

［表彰を受けられた皆様］

秋 田 県 知 事 表 彰
【優良組合】 （敬称略） 【組合功労者】 （敬称略・順不同）

組　合　名 所在地 理事長名 氏　名 組　合　名 役職名

秋田県米穀工業協同組合 秋田市 進藤　英俊 千葉三四郎 秋田県電気工事工業組合 理事長

武藤　真人 秋田県パン協同組合 理事長

秋田県中小企業団体中央会会長表彰
【優良組合】 （敬称略・順不同）

組　合　名 所在地 理事長名

秋田県花卉小売商業協同組合 秋田市 佐藤　政則

秋田駅西口活性化事業協同組合 秋田市 佐々木　泰英

コーディネート秋田協同組合 秋田市 佐賀　善美

【組合功労者】 （敬称略・順不同）
氏　名 組　合　名 役職名 氏　名 組　合　名 役職名

齊藤　正敏 秋田県物流事業協同組合連合会 会 長 杉山　吉則 協同組合秋田市民市場 専務理事

佐野　元彦 秋田市中小企業従業員共同宿舎協同組合 理 事 長 長谷部和彦 秋田県鳶土木事業協同組合 専務理事

佐藤　正明 秋田県稲庭うどん協同組合 理 事 長 近藤　道哲 秋田県火災共済協同組合 理 事

佐藤　敬一 赤帽秋田県軽自動車運送協同組合 理 事 長 髙貝　芳彦 秋田県火災共済協同組合 理 事

佐藤　充夫 秋田県鳶土木事業協同組合 理 事 長 荒川　要悦 秋田たばこ販売協同組合 理 事

小松　正二 協同組合東由利ショッピングプラザ 理 事 長 佐藤　久志 秋田たばこ販売協同組合 理 事

漆田　健三 秋田県自動車車体整備協同組合 副理事長 高橋　富男 秋田県自動車整備商工組合 理 事

高橋　敏雄 秋田県自動車車体整備協同組合 副理事長 川邉　勝美 秋田県板金工業組合 前 理 事

藤井　　明 秋田県菓子工業組合 副理事長 吉田　義美 秋田県主食集荷商業協同組合 監 事

和泉　正之 協同組合横手卸センター 副理事長 千葉　順一 秋田県主食集荷商業協同組合 監 事

柏木　信朗 赤帽秋田県軽自動車運送協同組合 副理事長 高山　康樹 秋田県製麺協同組合 監 事

［優良組合表彰（進藤理事長）］

［優良組合表彰（佐藤前理事長）］

［組合功労者表彰（千葉理事長）］

［優良組合表彰（佐々木理事長）］

［組合功労者表彰
（武藤理事長代理：高山事務局長）］

［優良組合表彰（佐賀理事長）］



3

［祝辞：佐竹敬久秋田県知事］ ［祝辞：石井周悦秋田市副市長］ ［乾杯：工藤嘉範秋田県議会議員］

【組合専従優秀職員】� （敬称略・順不同）
氏　名 組　合　名

船木　　淳 秋田県主食集荷商業協同組合

安保　智昭 秋田県主食集荷商業協同組合

夏井　清幸 協同組合秋田県中小企業労務協会

仲村　　誠 協同組合秋田県中小企業労務協会

神谷　浩樹 県南自動車整備協業組合

本山　由美 秋田県トラック運送事業協同組合

籾山　真一 秋田県電気工事工業組合

近藤　慶宜 秋田県火災共済協同組合

木村　慎次 協同組合横手卸センター

山谷　伸朗 能代山本生コンクリート協同組合

水澤　綾香 秋田県生コンクリート工業組合

【中央会事務局専従者】
氏　名 役　職　名

谷口　秀明 事業振興部工業振興課��主査

［組合功労者表彰（総代：齊藤会長）］

［組合専従優秀職員表彰（総代：安保氏）］

［懇親会の様子］

■新専務理事のご紹介
　6月4日（木）開催の理事会において、本会新専務理事が選出されましたので、ご紹介
致します。

専務理事　伊　藤　邦　夫　（いとう　くにお）
　昭和52年、秋田県庁に入庁。学術国際部学術国際政策課長、産業経済労働部産業経
済政策課長、由利地域振興局長、県議会事務局長、秋田地域振興局長等を歴任し、本年
3月31日、秋田県庁を定年退職。
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平成27年度第3回理事会を開催
〜国等への要望事項を審議〜

6月22日（月）、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において、平成27年度第3回理事会を開催しまし
た。開催にあたり藤澤正義会長は、「先日開催された平成27年度通常総会において、一般会計・特別会計
事業計画及び収支予算が可決決定され、今年度事業が本格的にスタートした。本日は、東北・北海道ブ
ロック中央会会長会議へ提案する「国等への本県要望事項」を協議することとしており、各業界で日頃話
題になっている現場の生の声を聞かせてほしい。」と挨拶しました。
引き続き、議案の審議が行われ、会員の加入及び脱退の承認の他、空席となってい

る副会長の補充選任を行い、新たに加藤憲成氏（秋建協同組合理事長）を選任しまし
た。また、国等へ要望する本県要望事項について、下記のとおり新規5項目を含む6分
野20項目を要望することを決定しました。なお、今回決定した要望事項は、来る11
月20日に開催される「第67回中小企業団体全国大会」での決議を受けて、国等の関
係省庁に要望することとなっています。

－新規要望事項（5項目）－
■総合・組織
 1　高速道路料金制度の見直し
高速道路は、地域の発展や活性化に重要な役割を果たしているほか、輸送時間の短縮及び定時配送の確保、ドラ

イバーの拘束時間等労務負担の軽減等、運送業をはじめとする全ての中小企業者・小規模事業者にとって必要不
可欠である。
しかし、近年の割引制度の縮小に伴う物流コストの増加が企業収益を圧迫していることから、今後も積極的に利

用の促進を図るため、現行の大口・多頻度割引の継続実施、深夜割引の拡充の見直しを図るほか、長距離ほど割引
率が増加する累進割引制度を創設すること。
 2　リフォーム事業者団体登録制度の拡充
平成26年9月に「住宅リフォーム事業者団体登録制度」が施行されたが、その一つの登録要件として、複数県に跨

がる100者以上の構成員が必要とされており、事実上、地域の中小企業・小規模事業者で構成される事業協同組合
等にとっては、登録申請が困難な状況である。
このため、業界の健全な発展を目的に設立された事業協同組合等については、活動実績を勘案した登録ができる

よう、登録制度を拡充すること。
■官公需
 3　改正建設三法の趣旨を踏まえた発注
平成27年4月に施行された改正建設三法（公共工事の品質確保の促進に関する法律・建設業法・入札契約適正

化法）では、建設業の担い手確保を目的に建設会社が適正に利潤を確保できるよう、発注者が配慮すべき事項が掲
げられており、この趣旨を十分尊重して発注するよう、地方公共団体等に対し指導すること。
 4　官公需適格組合における監理技術者の在籍出向の容認
一定要件を満たした親子会社やグループ企業と同様に、官公需適格組合についても、組合員企業からの監理技術

者の在籍出向が認められるよう、建設業法に基づく政令を確実に改正すること。
■税　制
 5　公共的施設における法人税の非課税措置
商店街等が所有するアーケード等の共同施設は、公共性の高い施設であるため、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を非課税措置とすること。

－要望項目（全20項目）－
［総合・組織］ ［金融］
1� さらなる経済対策の実行 11� 資金調達の円滑化
2� 中小企業対策予算の拡充 12� 個人保証を徴求しない金融システムの実現
3� 地方創生交付金の拡充及び恒久化 ［税制］
4� ものづくり補助金の継続 13� 事業承継税制の拡充
5� 高速道路料金制度の見直し 14� 消費税単一税率の維持と適正な転嫁対策の実施
6� 電力の安定かつ安価な供給の実現 15� 法人税減税に伴う外形標準課税の適用拡大反対
7� リフォーム事業者団体登録制度の拡充 16� 公共的施設における法人税の非課税措置

［官公需］ ［商業］
8� 中小企業向け官公需発注機会及び発注額の増大 17� 商店街等に対する支援の継続
9� 改正建設三法の趣旨を踏まえた発注 ［労働］
10� 官公需適格組合における監理技術者の在籍出向の容認 18� 最低賃金の一律引き上げ反対

19� 外国人技能実習生の社会保険料免除
20� 協会けんぽへの財政支援の拡充

［新副会長・加藤憲成氏］
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組合・企業の課題解決を支援します！
	 〜中央会支援事業のご案内〜

本会では、平成27年度も各種支援事業の実施により、組合及び組合員企業が直面している課
題の解決に向けた支援を行います。本号では、今年度の本会支援事業の一部をご紹介致します
ので、共同事業の活性化や経営力の向上のために、是非ご活用下さい。

1　組合及び組合員企業が抱えている課題解決に取り組みたい！

■ 組合活力向上事業

組合及び組合員企業が抱えている課題について、専門家による集中的な支援を行うための事業費
の一部を助成します。
［対　象　者］� 本会会員組合
［補　助　率］� 10／10（今年度時点）
［主な補助対象経費］� 研修会開催のための諸経費（講師謝金、旅費、会場料　他）
［事業費目安］� 1組合あたり24万円
［実施事業の例］� ○新規事業実施のための研修会を開催したい
� ○組合員共通の課題を組合の共同事業により解決したい
� ○組合員企業の従業員の技術力向上などの人材育成を図りたい

2　専門家からアドバイスをもらいたい！

■ トータルサポートアドバイザー事業 【新規事業】

経営上の課題解決を図るために、中小企業診断士や税理士などの専門家を派遣し、農商工連携や
地域資源活用などの支援をはじめ、新たな市場開拓のための事業計画づくりなどについても、本会
のネットワークを活かした専門家を派遣し、積極的に支援します。
［対　象　者］� 本会会員組合の組合員企業等
［補　助　率］� 10／10
［実…施…回…数］� 1回〜（必要に応じて）
［事業費目安］� 専門家派遣1回あたり3万円

3　消費税率引き上げを機に、総合的な経営力の強化を図りたい！

■ 消費税転嫁対策窓口相談等事業

平成26年4月1日より消費税率が8％へ引き上げられ、平成29年4月には消費税率10％への引き
上げが確実となっていることを踏まえ、消費税率の引き上げ等による個別課題の解決を図ることを
目的に、消費税転嫁対策相談窓口を開設し、転嫁のための経営戦略案や転嫁カルテルの活用等につ
いて無料で相談に応じます。
［対　象　者］� 本会会員組合
［専門家派遣］� �　組合事務所等指定の場所に、弁護士や税理士などの専門家及び本会指導員

がお伺いし、ご質問・ご相談に応じます。

今回ご紹介した支援事業の詳細につきましては、本会事業振興部または各支所までお気軽にお問
い合わせ下さい。

　［お問い合わせ先］　本会　事業振興部（工業振興課・商業振興課）　☎018-863-8701
　　　　　　　　　　大館支所　☎0186-43-1644　　　横手支所　☎0182-32-0891

なお、本会ホームページでも各種支援事業を紹介していますので、是非ご覧下さい。
　［URL］　http://www.chuokai-akita.or.jp/jyosei/html
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景況レポート
（5月分・情報連絡員80名）

景況DI値が2ヶ月連続で上昇
〜一部の業種で受注増加の動き〜

※…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。

【概況（全体）】5月分の県内景況は、業界全体の景況DI値が
－18．7となり、前月調査と比較して3．8ポイント上回った。
　製造業では、一部の食料品や繊維製品において受注や売
上の増加が見られるが、前月に引き続き原材料価格や仕入
価格の高騰分を販売価格に転嫁できないとする業種も見受
けられた。また、非製造業では、業種により景況に差が生じ
ており、一部の業種では消費税増税後の反動減を脱しつつ
あるが、需要・個人消費の低迷による景況の悪化を訴える
業種もある。
　なお、前年同時期は、消費税増税の影響により受注や売上
が落ち込んでいたため、その時期との比較により売上が増
加となった業種があるほか、5月は秋田市で東北六魂祭が開
催されたこともあり、一部の業種では売上が増加となった
がスポット的な需要であったため、業界全体としての景況回復を実感するまでには至っておらず、今後
の動向を注視していく必要がある。（回答数：80名　回答率：100％）

【概況（製造業）】製造業の景況DI値は－9．4と前月調
査と比較して9．3ポイント上回り、2013年12月分以
来1年5カ月ぶりの数値となった。
　繊維工業では、円安による生産拠点の国内回帰等
により、受注が増加傾向にある。
　一方、食料品や印刷では、原材料価格や仕入価格
の値上がりにより、収益の確保が課題となっている。

【概況（非製造業）】非製造業の景況DI値は－25．0と
なり、前月と比べ横這いで推移した。
　青果では、野菜全般の生産量が少なく高値で販売
されたため、前年同月比で売上が増加している。
　一方、運輸業では、依然として荷動きが低調に推移
している。
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業種　　

［天気図の見方］
 前年同月比のDI値をもとに
 作成しています。

［凡例］

【業 界 の 声】　〜製 造 業〜 （回答数：32名　回答率：100％）

食　料　品
（米飯給食）

5月の売上は、コンビニエンスストア関係では店舗数の減少により前年同月比98．5％、量販
店関係では大手スーパーチェーン県内全店への寿司製品納品開始の寄与などにより同112．
6％で推移した。なお、宅配弁当や宿泊施設関連の受注が好調に推移し、全社合計で同105．
4％となった。

繊…維…製…品
（繊　　維）

中国人の爆買いにより日本製の高級衣料の需要が伸びており、受注が増加傾向にある。また、
円安により全てのアイテムにおいて国内回帰の動きが見られるが、国内工場の減少や人員不
足によりキャパオーバーとなっており工場の稼働率が上昇しつつある。

木材・木製品
（一般木材）

4月の原木価格は、依然として高止まりで推移した。一方、製品の販売価格は、関東圏で間柱
の値崩れが起きており、商社からの引き下げ要請に対応せざるを得ない状況となっているた
め、市場の回復及び好転の期待感は薄い状況となっている。

印　　　刷 新年度に入り用紙の値上げが実行され、円安を背景に今後はその他の材料の値上げも予定さ
れている。消費税増税後の消費は回復しているとは思えず、今後の経営を圧迫することが懸
念される。（中央地区）

窯業・土石製品
（生コンクリート）

5月の出荷数量は前年同月比75．5％、4月〜 5月の累計では前年比77．2％と落ち込みが激
しい状況となっている。生コン価格も地域により温度差があり、低価格の地域では非常に厳
しい状況となっている。

鉄鋼・金属
（機械金属）

各社とも見積依頼はあるものの、新規受注の確保が大変厳しい状況となっている。下請業者
には景気回復の実感が届いてこない状況であり、6月以降の動きに期待したい。

一…般…機…器
（金属加工）

受注は前年同月比で増加しており、当面の受注は見込める状況となっている。なお、原材料価
格はほぼ横ばいで推移しているが、収益面では依然として厳しい状況に変わりはない。

その他の製造業
（漆　　器）

行楽シーズンとなり、県外からのお客様も増加している。また、ホームページ等の宣伝効果に
より体験教室の開催も増加傾向にあり、売上も前年同月比で約10％の増加となった。
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好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】
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【業 界 の 声】　〜非 製 造 業〜 （回答数：48名　回答率：100％）

卸　売　業
（青　　果）

5月の売上は、前年同月比106．7％で推移した。4月からの水不足により、大半の野菜の出荷
量が少なく、例年に比べ価格は20％以上値上がりしている。今後6月の梅雨時の雨量により、
野菜の出荷数や価格が変動するものと思われる。

小　売　業
（共同店舗）

全体的な売上は、前年同月比で1．3％減少、客数は同8％減少、客単価は同5％減少した。客層
の中心が高齢者であるため、来客数が減少している。また、一般食品や総菜はディスカウント
テナント店に客が流れており、売上が減少している。野菜は地物が出始めたことから、新鮮で
安いイメージの産地直売所に客が流れている。（能代市）

商　店　街 家電販売は一時暖かい日が続きクーラー等の売上があったが、現在は前年同月並みで推移し
ている。また、身の回り品は、年配者の来店が減少している。なお、生花販売は、前年同月比プ
ラスで推移している。（秋田市）

サ…ー…ビ…ス
（タクシー）

全県における運行回数は、前年同月比で99．6％、運送収入は同95．4％で推移した。5月末に
開催された「東北六魂祭2015秋田」のパレード会場がJR秋田駅から離れていたことや交通
規制のため自転車の乗り入れが規制されたこともあり、近距離ではあったが普段の土・日曜
日と比べ、2倍近くの運送収入となった組合員も見受けられた。一方、それ以外のタクシー利
用は、依然として減少傾向にある。

建　設　業
（一般建築）

平成27年度当初予算の成立が越年したため公共事業の発注が遅れ、県内における4月及び5
月の受注実績は前年同月比で約30％減となっているため、今後の速やかな発注に期待した
い。

運　輸　業
（トラック）

関東方面への荷物が前月に引き続き低調に推移し苦戦を強いられており、燃料価格が下落し
た効果を打ち消すほど、荷動きが悪い状況となっている。（中央地区）

その他の非製造業
（砂利採取）

公共工事、民間工事ともに低調に推移しており、骨材の荷動きも鈍く、売上は前年同月比で減
少している。（県南地区）
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組合相談コーナー

Ａ…　マイナンバー制度の概要について

■マイナンバー制度って何？
マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正
な社会を実現するための社会基盤制度です。国民一人ひとりにナンバーを付して国や地方公共
団体などに存在する特定の個人の情報が同一人の情報であることの確認を行うための仕組み
であり、これにより給付と負担の公平化が図られるとともに、各種手続の簡素化により国民の
負担も軽減されることになります。

■マイナンバーの付番・通知
マイナンバー（個人番号）は、平成27年10月から住民票を有する全ての方に対して通知され
る12桁の番号です。なお、平成28年1月からは個人番号カードの交付とともにマイナンバーの
利用が始まり、平成29年1月からは各機関との間でマイナンバーを利用した情報連携が始まり
ます。
マイナンバーは一生使うものであり、マイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある
場合を除き、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。

■『通知カード』と『個人番号カード』

【通知カード】
平成27年10月から、住民票の住所にマイナンバーを
通知する通知カード（紙製）が郵送されます。

【個人番号カード】
平成28年1月から、希望者からの申請により個人番
号カード（プラスチック製）の交付が開始されます。
個人番号カードは顔写真つきのICカードで、表面に
基本4情報（氏名、住所、生年月日、性別）、裏面に個人番
号が記載されます。
個人番号カードを提示することで、行政窓口での本
人確認がスムーズにできます。また、様々な場面で身分
証明書として使用されることが今後想定されます。

■マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野
のうち、法律又は条例で定められた行政手続きでのみ使用します。

社会保障分野

年金 ・年金の資格取得や確認、給付　など

労働 ・雇用保険の資格取得や確認、給付　など

医療 ・医療保険の保険料徴収　など

福祉 ・福祉分野の給付、生活保護　など

税分野 ・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

災害対策分野 ・被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成　など

なお、次号では、「マイナンバーの安全管理と事業者における準備」についてご紹介します。

Ｑ…　平成27年10月から全国一斉に導入される「マイナンバー制度」（社会保障・税番号制度）の概要、
ならびにマイナンバーの安全な管理と事業者として準備しなければならない内容について教え
て下さい。

通知カード（イメージ）

個人番号カード（表）

個人番号カード（裏）

「マイナンバー制度」への対応について①
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● a la carte●アラカルトアラカルトアラカルト

■新規高校卒業者の採用枠拡大について要望
6月5日（金）、秋田市の秋田県商工会館「ホール80」にお
いて、経済5団体に対し、佐竹敬久秋田県知事や小林泰樹
秋田労働局長等による新規高校卒業者の県内就職につ
いての要請が行われ、本会からは伊藤邦夫専務理事が出
席し、小林秋田労働局長から要請書を受け取りました。
佐竹知事や小林秋田労働局長は、景気回復により県内
企業の採用意欲は向上しており、今春の高校卒業者の県内就職率は増加
しているが、来春以降は大企業や大都市圏の事業所との人材獲得競争が
激化し、県内就職率が低下することが懸念されるため、来春卒業予定の
県内高校生の採用枠の拡大と求人票の早期提出に関する積極的な対応
を、各経済団体に求めました。
これに対し、本会伊藤専務理事は、「本県若年者の3年以内の離職率が
全国平均と比較して高い状況にある中で、早急な離職防止策が求められ
ているが、現状把握が十分になされていないため、本会では昨年度『あきたの若者職場定着促進
事業』を実施し、若年者の職場定着の状況を調査するとともに、事業所へ専門家を派遣し若年者
の職場定着に向けた取組を支援した。今後は、企業の体質強化に向けた支援を行いつつ、会員組
合や傘下企業とともに求人の確保に努めていきたい。」と話しました。
なお、来春（平成28年3月）の高校卒業予定者を対象とした求人受付が6月20日から開始され
ています。
会員組合及び組合員企業の皆様におかれましては、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、ご協力をお願いいたします。

新理事長紹介新理事長紹介 役員改選により、下記の方々が新しく理事長に選出されましたので、ご紹介
します。

平鹿建設事業協同組合（横手市）
� 理事長　武茂　広行さん
組合員名：横手建設株式会社
役　　職：代表取締役
改��選��日：平成27年5月12日

ノースライン繊維協同組合（能代市）
� 理事長　篠原　　宏さん
組合員名：株式会社プランニングハウス
役　　職：代表取締役
改��選��日：平成27年5月25日

協同組合東由利ショッピングプラザ（由利本荘市）
� 理事長　小野　克弘さん
組合員名：田吾作
役　　職：代表
改��選��日：平成27年5月27日

秋田県集成材工業協同組合（能代市）
� 理事長　伊藤　信悦さん
組合員名：株式会社宮盛
役　　職：代表取締役社長
改��選��日：平成27年5月22日

秋田県花卉小売商業協同組合（秋田市）
� 理事長　佐藤　政則さん
組合員名：有限会社通町花のさとう
役　　職：代表取締役
改��選��日：平成27年5月26日

秋田県木材産業協同組合連合会（秋田市）
� 理事長　網　　幸太さん
組合員名：相澤銘木株式会社
役　　職：代表取締役
改��選��日：平成27年5月29日

［意見交換の様子］

［要望書を受け取る
伊藤専務理事（右）］
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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

公益財団法人あきた企業活性化センターでは、秋田県内での創業・起業意識の醸成と独創性のあるビジネ
スプランを持つ起業家を発掘し、起業へ結びつけることで秋田県経済の活性化を図ることを目的に、「あきた
ビジネスプランコンテスト2015」におけるビジネスプランを募集しています。
○応募資格：下記のいずれかの要件に該当する方
　①�平成28年12月31日までに、秋田県内においてプランに基づき中小企業者として創業・起業を予定し
ている個人またはグループ。

　②�平成27年4月1日以降に、秋田県内においてプランに基づいた事業を行うために創業・起業した個人ま
たは法人。

○募集内容：下記のすべての要件を満たすプラン
　①新規性、独創性、市場性、成長性、実現の可能性が認められるプラン
　②地域社会や地域経済に貢献するプラン
　③同種のコンテストで発表していない、または応募中でないプラン
○表　　彰：最優秀賞（1点）　　　賞金10万円＋事業化資金50万円
　　　　　　優��秀��賞（7点以内）　賞金5万円
　　　　　　観��客��賞（1点）　　　賞金5万円
○プラン提出締切：平成27年7月31日（金）　午後5時（必着）
［お問い合わせ先］　公益財団法人あきた企業活性化センター　総合相談担当　☎018-860-5610

「あきたビジネスプランコンテスト2015」におけるビジネスプラン募集中　
	 （公益財団法人あきた企業活性化センター）

平成27年度通常総会が開催　〜秋田県商店街振興組合連合会〜
6月4日（木）秋田市のホテルメトロポリタン秋田において、秋田県商店街振興組合連合会（平澤孝夫理事長）

の平成27年度通常総会が開催され、会員13名（委任状出席7名を含む。）が出席しました。
総会では、平成26年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処

分案が満場一致で承認されたほか、平成27年度事業計画及び収支予算案などが原案どお
り可決決定されました。
秋田県商店街振興組合連合会では今年度、県内商店街における「人」と「人」の繋がりを

軸とした商売発展やコミュニティの育成に向けた支援を行うとともに、会員商店街のイ
ベントや個店を紹介するホームページの作成などにより、消費者への情報提供及び商店
街間の人材交流に取り組んでいくこととしています。

東北六魂祭で「あきたの物産直売市」に出店　〜あきた食品振興プラザ〜
東北六魂祭が開催された5月30日（土）〜 31日（日）の2日間、秋田市のアトリオン地下1階「イベント広場」

において、秋田県内の食品製造業者などで組織する「あきた食品振興プラザ」（後藤一会長）の会員等20業者に
よる「あきたの物産直売市」が開催されました。
開催期間中は、県内外から約6，000人が来場し、秋田の銘菓や「ハタハタずし」、「豆富

かすてら」など、出店者にとって秋田の物産をPRする絶好の機会となりました。
あきた食品振興プラザでは、会員の販売促進に向けた取組として、今後も秋田県内や

首都圏で開催される物産展への出店や直売市の開催などへの支援を行っていくことと
しています。

［挨拶をする平澤孝夫理事長］

［直売市の様子］

支 団 活 レ ー援 体 動 ポ ト

秋田地区合板事業協同組合（秋田市）
� 理事長　石野　一志さん
組合員名：秋田プライウッド株式会社
役　　職：関連事業部　管理部長
改��選��日：平成27年5月29日

能代山本繊維協同組合（能代市）
� 理事長　嶋田　與次郎さん
組合員名：秋田丸善繊維株式会社
役　　職：顧問
改��選��日：平成27年5月29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、本会企画広報課（☎018-863-8701）までお知らせ下さい。
併せて、組合活動の様子やイベント開催等の情報も多数お寄せ下さい。



山　岡　緑三郎

〒010-0975 秋田市八橋字下八橋191-29
TEL 018-862-5141／FAX 018-862-5288

URL http://www.a-fiveone.co.jp/

秋田ファイブワン工業株式会社

代表取締役社長　佐 賀　善 美

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡平字谷内下モ平116－12
TEL.0186-34-2011

株式会社 八幡平貨物
八幡平貨物整備工場

一般貨物輸送　長距離輸送　産業廃棄物収集運搬

クレーン作業（25tラフター  13tラフター  ユニック車）

ダンプ　木材（生産・運搬）

〒010-0967
秋田市高陽幸町8番17号
TEL.018-883-1888
FAX.018-883-1822
URL http://www.knbs.jp

保険&リース

相続・事業承継のご質問・ご相談を
お気軽にどうぞ！！

北日本ベストサポート株式
会社

株式会社
保険と暮らしの相談センター

全国中小企業団体中央会 会員の皆様へ
全国商工会議所 会員の皆様へ

秋田市山王6丁目5-9
TEL.018-864-6921
FAX.018-864-6922
URL http://akitahoken.co.jp

業務災害補償制度、取引信用保証制度
もしものために 生保・損保（加入見直し）
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本社・工場：秋田市川尻町字大川反170－49　TEL 018（864）6200（代）
建設事業部：秋田市川尻町字大川反170－19　TEL 018（888）3666
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 URL ： http://www.k-chiyoda.jp

人の輪を大切にし、建築の輪を広げる会社

千代田興業株式会社
代表取締役社長　藤　澤　正　義


