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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
産業技術センター総務管理部長（地域活力創造課主幹）
 藤原　睦子
産業技術センター先端機能素子開発部長（産業技術セン
ター技術イノベーション部上席研究員） 千葉　　隆

◎産業政策課
総合調整主幹（秘書課主幹） 門間　兵悦
主幹（産業政策課副主幹） 松井　信光
主幹（地域産業振興課副主幹） 小林　栄幸
副主幹〈秋田商工会議所〉 大森　慎也
副主幹（産業集積課副主幹） 笠井　仁志
副主幹（産業政策課主査） 田仲　節子
副主幹（産業政策課主査） 工藤　元昭
主査（福祉政策課主査） 久米　　彰
主査（公営企業課主査） 三浦　一智

◎地域産業振興課
主幹（平鹿地域振興局総務企画部主幹） 髙山　好美
主幹〈あきた企業活性化センター〉（産業技術センター技
術イノベーション部上席研究員） 松倉　和浩
副主幹（監査委員事務局監査第二課副主幹） 加藤　　智
副主幹（交通政策課副主幹） 小玉　博文
副主幹〈あきた企業活性化センター〉（財産活用課副主幹）
 小柳　秀隆
副主幹（地域産業振興課主査） 山田　忠綱
副主幹（地域産業振興課主査） 品田　　聡
主査（秋田地域振興局福祉環境部主査） 武田さやか
主査（地域産業振興課主任） 三浦　久人
主任〈あきた企業活性化センター〉（農林政策課主任）
 冨樫可那子
主任（資源エネルギー産業課主任） 佐藤　直彦
主任（地域産業振興課主事） 鎌田　　忍
主任（地域産業振興課主事） 鈴木　佳江
主事〈トヨタ自動車東日本〉（教育庁施設整備室主事） 畠山　茂久
主事〈秋田労働局〉 小木田将規

◎産業集積課
主幹（観光振興課主幹） 佐藤　寿之
主幹（産業集積課副主幹） 小笠原重雄
主査（秋田地域振興局建設部主査） 鷲谷　吉宣
主査（総合県税事務所納税部主任） 小林　　努

◎商業貿易課
副主幹（教育庁義務教育課副主幹） 太田　洋平
副主幹（由利地域振興局総務企画部副主幹） 仲村　陽子

◎資源エネルギー産業課
副主幹（広報広聴課副主幹） 進藤　啓介
副主幹（健康推進課副主幹） 佐藤　　修
副主幹（地域産業振興課副主幹） 田川　慶武
主査（産業集積課主査） 山上　和丘
主査（資源エネルギー産業課主任） 黒崎　　亨
主任（東京事務所企画政策課主任） 堀田井孝弘
技師（環境管理課技師） 鎗目　隼平

◎雇用労働政策課
主幹（雇用労働政策課副主幹） 鈴木　　仁
主査（十和田高等学校教諭） 小林　稔幸
主査（雇用労働政策課主任） 菅　　　香
主事（総合県税事務所課税部主事） 五十嵐なつみ

昨年12月6日（日）に行われた平成27年度中
小企業組合検定試験（主催：全国中小企業団体
中央会／後援：中小企業庁）の合格者が3月1日

（火）に発表され、本県からは以下の5名が合格
されました。誠におめでとうございます。

 （受験番号順・敬称略）
阿部　　忍 （株式会社商工組合中央金庫）
嶋田　貴裕 （秋田県中小企業団体中央会）
花田　俊介 （株式会社商工組合中央金庫）
中泉　涼子 （秋田県電気工事工業組合）
林崎　宏仁 （秋田地区合板事業協同組合）

本試験に合格し、組合等で3年以上の実務経験
を有する方は、本人の申請により「中小企業組合
士」として認定されます。
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あり、本県では66名
（平成28年3月31日現在）が組合事務局や商工中
金等で活躍しています。
「中小企業組合士」・「中小企業組合検定試験」
の詳細につきましては、本会総務企画課（☎018-
863-8701）までお気軽にお問い合わせ下さい。

【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（総務部危機管理監兼広報監） 岩澤　道隆
産業労働部次長（産業労働部参事兼資源エネルギー産業課長）
 赤川　克宗
産業労働部新エネルギー政策統括監（建設部参事兼港湾
空港課長） 高橋　靖弘
産業労働部課長待遇〈あきた企業活性化センター〉（商業
貿易課貿易振興監） 大池　幸彦
産業労働部課長待遇〈秋田県信用保証協会〉（総合政策課主幹）
 工藤　千里
産業政策課長（商業貿易課長） 兼子　達弘
産業政策課政策監（産業労働部課長待遇） 岡崎　佳治
地域産業振興課長（産業政策課政策監） 佐藤　　徹
地域産業振興課政策監（地域産業振興課主幹） 斉藤　耕治
商業貿易課長（健康福祉部課長待遇） 鈴木　和朗
商業貿易課貿易振興監（秘書課主幹） 出茂　正美
資源エネルギー産業課長（資源エネルギー産業課政策監）
 阿部　泰久
資源エネルギー産業課政策監（産業集積課政策監）
 川上　伸作
資源エネルギー産業課政策監（産業政策課総合調整主幹）
 千田　克彦
雇用労働政策課長（男女共同参画課長） 石川　　聡
公営企業課長（情報企画課長） 保坂　　伸
公営企業課政策監（公営企業課上席主幹） 髙橋　文夫

本県より5名合格！
〜中小企業組合検定試験合格者発表〜

人事異動のお知らせ
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《転出》　〈　〉は派遣 敬称略

◎産業労働部
北秋田地域振興局長 水澤　　聡
観光文化スポーツ部次長 猿橋　　進
労働委員会事務局長 舘岡　　和
総務部課長待遇 金田　　恵
秘書課政策監 今川　　聡
財政課長 神部　秀行
企画振興部課長待遇〈国際教養大学〉 鎌田　雅人
被災者受入支援室長 安藤　雅之
学術振興課研究推進監 高橋　慎吾
生活センター所長 本田　邦子

◎産業政策課
子育て支援課主幹 佐藤　　寧
長寿社会課ねんりんピック推進室副主幹 渡部　雄二
議会事務局主査 伊藤　　学
教育委員会主査 高橋　健治
由利地域振興局農林部主事 佐藤　優太

◎地域産業振興課
総務課主幹 傳農　　満
人事課副主幹 萩原　　圭
交通政策課副主幹 佐藤　雅博
議会事務局副主幹 加沢　　学
総合県税事務所課税部副主幹 畑中　　円
平鹿地域振興局福祉環境部副主幹 高橋　直之
名古屋事務所主事 田村　昌之

◎産業集積課
山本地域振興局建設部副主幹 佐藤　　勝

◎商業貿易課
山本地域振興局総務企画部地域企画課長 土門　啓介

◎資源エネルギー産業課
総合防災課主幹 宍戸　明人
観光振興課主幹 三浦　卓実
障害福祉課主査 田口　光弘
環境管理課主査 吉田　拓郎
秋田地域振興局建設部主査 高橋源太郎

◎雇用労働政策課
学術振興課副主幹 田村　知巳
福祉相談センター主査 菅原　泰子
秋田技術専門校主任 中村　順悦
総合県税事務所由利支所主事 相馬　美穂

《採用》

◎産業労働部
産業労働部参事兼由利地域振興局産業振興統括監
 佐々木定男

【株式会社商工組合中央金庫秋田支店】
（　）は前職 敬称略
《転出》… （3月18日付）
さいたま支店営業課長 中山　貴嗣
《秋田支店内異動》… （3月18日付）
営業第二課長（営業第二課調査役） 堤　　公俊
《秋田支店内異動》… （4月1日付）
営業第二課書記（営業第一課書記） 阿部　　忍
営業第一課書記（営業第二課書記） 井坂　光希

【日本政策金融公庫秋田支店】
（　）は前職 敬称略
《転入》… （4月1日付）
中小企業事業統轄（東京支店中小企業営三事業総括課長）
 武藤　勝美
農林水産事業統轄（本店総務部法務課長） 澤武　宏宗
《転出》… （4月1日付）
東日本企業支援室さいたま支援課上席代理 福井　隆夫
千葉支店長兼事業統轄 長島　邦夫

【秋田県中小企業団体中央会】�（4月1日付）
 （　）は前職
○事務局次長兼総務企画部長（事業振興部長兼商業振興課長）
 畠山　頼仁

◎総務企画部
○総務企画課長（総務課長） 藤田　　実
○総務企画課主幹（総務課課長補佐） 堀江　哉子
○総務企画課主査（企画広報課主査） 鈴木　　実
○総務企画課主事（総務課主事） 深沢さやか
○総務企画課主事（総務課主事） 原田　千凡
○総務企画課主事（企画広報課主事補） 嶋田　貴裕

◎事業振興部
○ 事業振興部長兼商業振興課長（総務企画部長兼企画広

報課長） 佐藤　郁夫
○商業振興課主査（総務企画部企画広報課主査） 谷口千恵子
○工業振興課主査（商業振興課主任） 山本　繁広
○横手支所長（横手支所主査） 芳賀　洋子
○横手支所主事（工業振興課主事） 菅　　佑輔

【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。

藤野　孝輔（ふじの　こうすけ）
【事業振興部工業振興課主事】

【退職職員のお知らせ】
　本会参事兼横手支所長山本浩一さんが3月31日をもっ
て定年退職致しました。
　山本浩一さんは37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。
　今後益々のご活躍とご健勝をご祈念申し上げます。

－プルタブの回収に
� ご協力をお願い致します！－

本会では、地域貢献活動の一環として「プルタ
ブ回収」を行っております。
この取り組みは、本会だけでなく、皆様のご理
解とご協力なくしては達成できない活動です。
福祉施設などで車椅子を必要としている方々
に喜んでいただけるよう、皆様のご協力をお願い
致します。
　［お問い合わせ先］
　本会　総務企画課　☎018-863-8701


