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1 ミラノで「アキタコレクション」を展示
	 〜協同組合秋田県家具工業会〜

協同組合秋田県家具工業会（半田健喜理事
長）では、1月26日から29日までの4日間、イタリ
アのミラノで開催された国際展示会「ホーミ」に
おいて、組合員企業を中心に県内の10業者が秋
田スギを材料として生産する家具製品を「アキ
タコレクション」として大々的に展示しました。
県産「秋田スギ」は、柔らかく綺麗な赤みを持

ち、この素材を活用した木製品はヨーロッパを
はじめ諸外国では大変珍しく、世界各国で新素
材としての注目度が年々高まっています。
今回の展示は、国際的に活躍するデザインプ

ロデューサー喜多俊之氏の監修の下、昨年出展
した初期モデルの改良版に加え、ニューモデル
の椅子やテーブル、収納家具など計15種28点を
発表しました。展示ブースには多くの来場者が
訪れ、秋田スギが創り出す美しい色合いの「ア
キタコレクション」は大きな注目を集めました。

このたびの出展を通して、萩原専務理事は
「昨年以上に出展の反響は大きく、世界各国か
ら問い合わせが来ている。秋田スギ製品の持つ
ポテンシャルを十二分に感じることができたの
で、今後は具体的な取引に結びつけられるよう
組合全体で取り組んでいきたい」と販路拡大の
実現に向けた手応えを感じています。こうした
取組が秋田県全体の木材製品の出荷増に繋が
ることから、今後の海外販路開拓にも大きな期
待が集まっています。
個別企業では実現が難しい大型プロジェク

トでも、組合を活用し共同で取り組むことで中
小企業にとっても大きなチャンスが生まれま
す。組合では、今後『伝統的な加工技術×洗練さ
れたデザイン×秋田スギ』を強みに、ヨーロッパ
に限らず、中東アジアにも展開していくことと
しています。

［ミラノでの展示の様子（写真提供：協同組合秋田県家具工業会）］
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国では、多様な経営引継ぎの形態に応じた次世代経営者への事業承継を加速させるため、事業承
継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する「事業承継税制」を今後10年間に限って大きく拡充しま
す。このたびの特例措置のポイントについては次のとおりです。

特例措置のポイント

1　10年間限定の特例措置
平成30年4月1日から平成35年3月31日の5年間に「承継計画」を都道府県に提出し、平成30年1月1
日から平成39年12月31日の10年間に実際に事業承継をされた方が対象です。

2　株式の贈与・相続にかかる税制すべてを対象に
対象株式数の上限を撤廃（2／3→3／3）し、さらに、納税猶予割合を80％から100％に拡大し、事業
承継時の支払負担がゼロになります。

3　将来的な売却・廃業の際の税負担を軽減
将来、後継者が事業を売却・廃業する際に株価が下落していた場合には、その下落した株式を基
準に贈与税・相続税を計算し、差額を免除します。

4　雇用維持条件を外し税制利用の負担を軽減
これまでは、税制を利用するために従業員を5年間平均で8割以上維持することが必要でしたが、
人手不足の時代に対応し、この条件を実質的に撤廃します。

5　対象者を大幅に拡充
これまでは、先代経営者一人から後継者一人への贈与・相続のみが対象でしたが、特例措置では、
全ての株主から最大3人の後継者（※）への贈与・相続が対象になります。
（※）代表権を有している等、一定の要件があります。

【金融機関による融資】
　事業承継のため、代表者が株式や事業用資産を買い取る際に必要な資金について、日本政策金
融公庫による融資や、信用保証協会による保証の特例を受けることができます。
　※親族外の後継者が代表者に就任した場合にも、適用を受けることができます。

【事業承継補助金による支援】
　事業承継後の新たな取り組みを支援するため、設備投資などに最大500万円（M＆A等による事
業再編・統合の場合は最大1,200万円）を補助します。
　※詳細については調整中のため、今年春頃に公募開始予定

※�各支援策は、国会における法案・予算案の成立が前提となります。また、これら制度の適用にあ
たっては税理士・弁護士等の専門家の方々と十分ご相談のうえ、適用の可否をご判断ください。

支援策に関する問い合わせ先

＜事業承継に関する税制や金融支援＞
　東北経済産業局　中小企業課
　　宮城県仙台市青葉区本町3-3-1　TEL：022-221-4922（直通）

＜事業承継に関する補助金＞
　「事業承継補助金」の事務局は2月現在未定のため、決定次第、公表予定

＜支援機関への問い合わせや後継者マッチングのご相談＞
　秋田県事業引継ぎ支援センター
　　秋田市山王二丁目1番40号田口ビル4階　TEL：018-883-3551

　　※なお、問い合わせ先については今後拡充される予定となっております。

中小企業の事業承継税制が
	 拡充されます！
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本会では、平成29年度の新規事業として、法人化されていない任意グループが行う事業活動の活
性化や課題解決を通じて将来の組合設立に向けた支援を目的とした「連携組織化促進事業」を実施
しました。本号では、本県の特産品である「きりたんぽ」と「ギバサ」に関連した活動を行っているグ
ループへの支援内容についてご紹介します。

＜秋田名物本場大館きりたんぽ協会（大館市）＞� 代表者：石川　博司、会員数：35名

＜あきたのギバサ研究会（秋田市）＞� 代表者：夏井　勝博、会員数：6名

［事業活用のきっかけ］

「きりたんぽ」は、本県を代表する伝統的な郷
土食であるものの、当協会が中心となった認知
度の向上や生産・流通・販路拡大に向けた取
組が課題となっていました。そこで、本場大館
きりたんぽのブランド化に向けた研修会を開
催することで、協会の今後の在り方について検
討する契機としました。

［取組のポイント］

地域ブランドに関する制度（GIや地域団体商
標制度）の理解を深めることで、きりたんぽの
ブランド化に向けた取組イメージを協会内で
共有することができました。また、他県で地域
ブランド化に挑戦する「奥美濃カレー」の事例
から、需要拡大に向けたプロモーション活動や
外部関係者との連携強化などについて学びま
した。

［今後の展開等］

きりたんぽのブランド化については、課題の
抽出や取組方針の決定など、今後もグループ内
で検討を重ねながら、「本場大館きりたんぽ」の
認知度向上に向けて取り組んでいく予定です。
また、ネギやゴ
ボウ、セリ、マイタ
ケ等の共同購入を
目的とした協同組
合の設立の可能性
について考える会
員もいることから、
今後も協会事務局
と連携し、組織力
及び活動の強化に
向けたフォローを
実施します。

［事業活用のきっかけ］

秋田では、古くからアカモクをギバサと呼び
食べる習慣がありますが、近年、アカモクに含
まれるフコイダンの抗酸化作用や免疫力向上
などの効用に注目が集まり、全国的に需要が爆
発的に伸びています。
そこで、県内でギバサを加工する事業者を中
心に構成される「あきたのギバサ研究会」では、
認知度を全国区に引き上げ、地元産ギバサの消

費拡大を図ろうと
する動きが活性化
しつつあったこと
から、同研究会を
支援する秋田県総
合食品研究セン
ターと連携するこ
とで、将来の法人
化を見据えた支援
を実施しました。

［取組のポイント］

本会事業の活用により、専門家から地域産品
のブランド化に向けた取組紹介やアドバイス
をいただくことで、今後の活動の方向性を示す
ことができました。
また、他県において「アカモク」を全国展開し
ている協同組合の事例から、商品開発やター
ゲット先の選定、素材が持つ優れた機能性の効
果的な発信により付加価値を高める取組など
を学んだことで、グループとしての活動意欲は
更に高まりました。

［今後の展開等］

「健康」「美容」をキーワードに、ターゲットを
絞り込みながら成分分析や研究成果を上手く
活用した販売戦略の立案等、今後も積極的なグ
ループ活動が期待されます。本会でも本格的な
活動に向けた支援や情報提供等を行っていく
予定です。

業界グループの活性化に向けた活動を支援
	 〜平成29年度事業を振り返って〜

［きりたんぽ鍋（写真提供：大館市）］

［ギバサ（写真提供：あきたのギバサ研究会）］
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景況レポート
（1月分・情報連絡員80名）

業況DI値2ヶ月連続の上昇

※…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）】
1月分の県内景況は、前年同月と比較して景況が「好
転」したとする向きが13.8％（前回調査11.3％）、「悪化」
が28.8％（同28.8％）で、業界全体のDI値は－15.0とな
り、前月調査と比較し2.5ポイント上回った。全国及び
東北・北海道ブロックとの比較では、製造業については
全国平均を下回っているものの、業況悪化割合の減少に
より非製造業の数値が好転したことから全国及び東北・
北海道ブロックを上回る推移となった。

【業界別の状況】
製造業では鉄鋼・金属、非製造業では一部の卸売業及
び建設業で業況の好転割合を維持していることに加え、
小売業及びサービス業等で悪化割合が減少したことで
景況感の回復が見られた。
なお、全体の景況感は、寒波と雪害に伴う物流・商流
の混乱が全国的に発生し、生鮮品を中心とする価格の高
騰や需給不調も一層拡大しており、消費動向が大きく下
押しされていることに加えて、引き続き雇用難や製造コ
ストの上昇にも拍車が掛かっているため、製造・非製造
ともに経営環境は安定性を欠いている状況にある。
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［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
（ 豆 腐 ）

ほぼ、前年並みで推移したが若干売上は下がった。気温が低く、鍋物などでの需要は増え
るはずだが野菜が高く予想より伸びなかった。

食 料 品
（ 製 麺 ）

1月は中旬頃より降雪量が増え、輸送等に経費が掛かり増しした。また、石油製品の値上
がりでコスト増となっている。

繊 維 工 業
（ 繊 維 ）

紳士服は前年同月比では横ばいで推移。婦人服については定番・別注ともに数量は増え
てきたが、人員の減少により生産数が目標を下回り売上減となった。人材確保に加え、効
率のよい生産工程を考えたい。（県南地区）

木材・木製品
（一般製材）

関東圏の大雪が物流にも影響し、配送が追いつかず売上は前年同月比で減少した。また、
1月の記録的冷え込みにより、製造機械の一部が凍結し、稼働時間の減少で生産量が落ち
込んだ。

木材・木製品
（素材生産）

一般製材用原木の生産量については、降雪の影響で減少した。消費は製材品の需要用が
安定している状況である。合板用原木は、原木の生産が降雪の関係で減少しており原木
在庫は減少している。

木材・木製品
（プレカット）

1月は前年並みの加工数量を確保した、新工法の出荷も無事完了できた。2月は介護老人
保健施設、畜舎等の大型案件も受注しており大幅な増加が期待できる。

印 刷 印刷用紙を始め値上げの動きが活発であるが、需要が増えず安値受注も後を絶たない。需
要の冷え込みは東北地区をみても悪化傾向にあり、景気回復を実感するに至っていない。

窯業・土石製品
（生コンクリート）

1月の出荷数量は、前年比99.1％での推移、4月〜 1月累計で91.9％と厳しい数字と
なった。今年度の需要想定を610,000㎥としたが、最終的に今年度は想定比90.2％前
後と予想される。

鉄鋼・金属
（ 鉄 鋼 ）

今年に入って見積依頼が著しく減少しており、新規物件の受注は大変厳しい状況であ
る。受注済物件は各社とも2〜 3月頃までは確保しており、多少の格差は見られるもの
の稼働率も80〜 90％程度で推移していると思われる。

その他製造業
（ 漆 器 ）

昨年より新商品の蓋付腕が少しずつ動き出したので、今後の動向に期待したい。蒔絵や
沈金の体験教室に海外の観光客を多数受け入れることが出来たが、売上には直接結びつ
かなかった。

＜全国及び東北・北海道ブロックとの
… 景況DI値の比較＞

秋田県 全　国 東北・北海道

全 体 −15.0 −16.8 −23.0

製 造 業 −15.6 −11.6 −22.1

非製造業 −14.6 −20.7 −23.6

＜景況天気図＞
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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 ）

1月の売上は、前年同月比100.9％で推移した。葉物野菜の高騰が続いており、学校給食
にも影響している。全国的にも不作で、今冬の厳しい寒さが生育に追い打ちをかけた。価
格が下がる見通しはまだない模様である。

卸 売 業
（自動車中古部品）

鉄価格は1月に入り、1,500円／tの上昇が2回あり販売価格は好調に推移しているが、
使用済自動車の入庫が不足しており仕入価格が上昇している。

小 売 業
（共同店舗）

悪天候による集客への影響と鮮魚、冷凍品、青果物の仕入れ値の高騰が続いている。

小 売 業
（ 石 油 ）

ガソリンの小売価格は、1ℓあたり142円80銭で前月比3円20銭の値上がり、軽油は1
ℓあたり122円20銭で前月比3円の値上がりとなった。配達灯油18ℓは1,607円で前
月比68円値を上げた。1月中旬までは原油調達コストの増加、下旬には原油価格、卸価格
とも横ばいの推移となった。

商 店 街 食料品、家電販売は前年並みの売上、身の回り品、酒類販売については前年同月を下回っ
た。（秋田市）

クレジットカードの利用者が多くなっているとの声がよく聞かれ、決済日までの資金繰
りに影響を及ぼしている。（大館市）

サービス業
（タクシー）

地域によっては天候と積雪量に大きく左右されたようで、県北・県南地区での運行回数
が前年同月より伸びている。

建 設 業
（一般建築）

昨年7月、8月の豪雨災害復旧工事が発注され、また、除排雪作業の発注が重なり、一時的
であるが多忙な状態が続いている。

建 設 業
（管 工 事）

1月の組合取扱資材の売上高は、前年同月比でほぼ同額であった。寒波による凍結解氷修
理が月末に集中した。（秋田市）

運 輸 業
（トラック）

この4ヶ月間軽油単価が上昇しており、厳しい状況にある。1月は10日まで稼働がなく、
中旬になり荷動きがあった。雪のため輸送の遅れが生じている。（中央地区）

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】
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■ 背景

県内は、人口減少に伴う空き家・空き地の
増加により不動産物件の供給過剰状態が続い
ていることに加え、大手不動産業者の県内進
出による競争の激化によって売上の減少が続
くなど、県内の中小不動産業者にとって厳し
い経営環境が続いています。
こうしたなか、顧客獲得に向けて大手不動
産に対抗するためにはITを活用した情報発信
力の強化が求められていましたが、IT関連の投
資は中小企業にとって大きな負担であり、企
業単独では十分な対応が難しい状況でした。
そこで、共同でポータルサイトを立ち上げ、
各社が取り扱う不動産情報を集約することで
情報発信力の強化を目指す地元不動産業者31
社により平成24年1月に「あきた不動産事業協
同組合」が設立されました。

■ 主な取組とその成果

組合設立後、真っ先に取り組んだのは、組合
員の不動産物件情報（賃貸・売買）の一元化で
した。ポータルサイト「あきたにすむネ〜ッ
ト」の完成に伴い、全組合員の取扱物件が一元
的に管理され、企業単独では成し得なかった
豊富な情報提供が可能となりました。また同
サイトでは、組合や組合員が実施する不動産
フェア等の各種イベント情報をお知らせする
など、情報発信機能の強化に大きな役割を果
たしています。

次に取り組んだ共同事業は、土地・建物に
関する共同受注の実施でした。平成28年に組
合が宅地建物取引業の免許を受けたことで不
動産物件を取り扱えるようになり、組合が受
注した案件は規約に沿って公平に組合員が取
り扱う仕組みを構築し、組合員の受注機会の
拡大に寄与しています。本事業では、斡旋し
た物件の契約が成立した際、組合に手数料を
支払うスキームとなっており、契約件数も事
業実施後順調に伸びていることから、組合に
とって大きな収入源となっています。

■ 今後の展望

組合では、組合の新規事業の創出や事業活
動に積極的に関与できるよう若手経営者や後
継者を役員や委員会に積極的に登用していま
す。若手人材が組合活動の歯車として加わる
ことで、組合事業の活性化と後継者育成に役
立っており、売買部門に比べて手薄となって
いる賃貸部門についても若手を中心に今後強
化を図っていくこととしています。
このほか、広告媒体等を通じて「あきたにす
むネ〜ット」のPR活動を強化しながら、将来的
には受注窓口を組合に一本化することで、顧
客の利便性向上と組合員の業務量の削減に繋
げたいと考えています。
今後も地域に根ざした活動により「安心と
信頼」を提供する、秋田の不動産業界の新たな
ビジネスモデルに挑戦する組合の取組にご注
目ください。

組合・企業探訪

【あきた不動産事業協同組合】

●代表者名　池田　喜代秀

●所  在  地　秋田市山王六丁目3番3号

●組合員数　31名

●設　　立　平成24年1月

不動産業界の新たなビジネスモデルに挑戦
〜あきた不動産事業協同組合〜

地元の中小不動産業者の連携により、一元的な情報発信と土地・建物の共同受注に取り組む�
「あきた不動産事業協同組合（池田喜代秀理事長）」をご紹介します。

［提供：あきた不動産事業協同組合］

［写真提供：あきた不動産事業協同組合］
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新たな技能実習制度へ対応するために
〜外国人技能実習制度適正化講習会〜

不正が起こりにくい仕組みをつくろう
〜組合決算期管理業務セミナー〜

1月31日（水）、秋田市のホテルメトロポリ
タン秋田において、外国人技能実習生を受け
入れている会員組合を対象に外国人技能実習
生適正化講習会を開催し、組合の代表者・職
員等18名が参加しました。
これは、昨年11月の外国人技能実習制度の
改正により、外国人技能実習生を受け入れる組
合に新たに義務づけられた「監理団体許可」、
「技能実習計画認定」に必要な事務処理等につ
いての情報提供を目的に開催したものです。

当日は全国中小企業団体中央会の西津審議
役を講師に迎え、監理団体の許可及び技能実習
計画の認定に係る手順や新制度の概要のほか、
今後、組合が監理団体として果たすべき役割と
方向性について詳しく解説いただきました。
その後の意見交換では「審査手続きに時間
を要しており、実習生の在留期限を過ぎた場
合はどうなるか」等、参加者からの認定申請に
関する質問を中心に回答いただいたほか、西
津審議役からは「組合が監理団体として認可
された以上、実習制度が適正に運用されるよう
監理業務の徹底をお願いしたい」旨の話があ
るなど、受入組合はこれまで以上に厳格な運
営監理が求められます。
本会では、来年度も技
能実習制度の適正な運用
に向けた事業を行う予定
であり、秋田県外国人技
能実習生受入連絡協議会
と連携しながら、情報共
有に努めていくこととし
ています。

組合の会計監査は、一連の会計手続きや財
務諸表が適正に処理されているか等を確認す
るほか、不正や虚偽等の発生を未然に防止す
る役割を担っています。
本会では、3月に決算期を迎える組合が多い
ことから、秋田会場（2月1日）、大館会場（2月2
日）、横手会場（2月6日）において「組合決期管
理業務セミナー」を開催し、会員組合の役職員
延べ39名が参加しました。
講師を務めた税理士法人RINGSの三浦昌貴
税理士からは、会計監査に係る事務手順やQ
＆Aのほか、不正を起こさせないための内部牽
制の仕組みづくりについて次のとおり紹介さ
れました。
①取引の処理は、必ず2人以上で行う
事務処理や業務を1人の職員にすべて任せ
ることがないよう、複数の担当者を置くか、理
事長や役員が必ず確認する等、2人以上が携わ
る仕組みとする。
②ルールの明確化と定期・臨時のチェック徹底
担当者の複数配置や、異動が難しい場合は、
金銭や物品、売上や仕入などの取扱ルールを
定めて、定期・臨時のチェックを行う。

③予算制度・月次決算を活用する
予算制度や月次決算は、組合では事業遂行
状況や進捗管理のために行うものであるが、
予算と実績との差異分析や、前年同期や前月
との比較から異常な数値が見つかれば、その
原因を調べることで、不正等の発見に繋がる。
また、大館・横手会場においては、本会職員
より年度末における事務手続きの流れのほ
か、各種提出書類の作成における留意事項に
ついて詳しく説明を行いました。
組合会計に関するご相談等がありました
ら、本会までお気軽にお問い合わせください。

［講師の西津審議役］［講習会の様子］

［セミナー（大館会場）の様子］
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■障害者雇用の拡大を 〜秋田県・秋田労働局等が経済5団体に要請〜

1月31日（水）、秋田市の秋田商工会議所にお
いて、秋田県産業労働部の水澤部長ならびに秋
田労働局職業安定部の森岡部長らによる障害者
雇用拡大に関する要請が行われ、本会からは伊
藤専務理事が出席し、要望書を受け取りました。
水澤部長は「平成24年に全国最下位だった
本県の障害者雇用率は、民間企業や関係機関と
の連携に取り組んできた結果、年々改善してき
ており、今年度は全国平均を上回る過去最高の
1.98％となった。しかし、未だ法定雇用率であ
る2.0％を下回っていることから、引き続き、障
害者雇用の拡大と定着に向けた協力をお願い
したい」と本会を含む経済5団体への協力を要
請しました。
障害者雇用促進法では、従業員が50人以上の
民間企業には従業員の一定割合（法定雇用率）
以上の障害者雇用が義務づけられており、今年
4月の改正で法定雇用率は2.2％に引き上げら
れることが決定しています。
会員組合及び組合員企業の皆様におかれまし

ては、県内企業における法定雇用数の達成に向
けて、障害者が一人でも多く県内に就職できる
よう、特段のご理解とご協力をお願い致します。

なお、障害者を多く雇用している事業主に対
しては調整金等を支給する制度もありますの
で、詳しくはお近くのハローワークもしくは秋
田労働局までお問い合わせください。

［障害者雇用に関するお問い合わせ］
　○秋田労働局　職業対策課
　　TEL：018-883-0010
　○秋田県産業労働部　雇用労働政策課
　　就業支援班
　　TEL：018-860-2334

協同組合秋田市民市場（進藤政弘理事長）で
は、公益財団法人食品流通構造改善促進機構が
実施する優良経営食料品小売店等表彰におい
て「日本政策金融公庫総裁賞」を受賞しました。
同賞は、各地域で繁盛店として優れた経営を
実践している食料品専門小売店や商店街等を
表彰するものであり、組合では、「秋田の『旨い』
がなんでも集まる市民の台所兼観光拠点」とし
て、市場内の飲食店等と連携した「食」に関する
イベントにより市場施設への集客力を高めて
いるほか、ホームページで秋田の旬や市内イベ
ント情報の紹介やネット販売など観光客向け
に積極的に情報発信する取り組みが評価され
ました。
このほか、組合では数年前から共同リサイ
クル事業として大型生ゴミ発酵処理機を導入
し、各店舗から出る生ゴミ（魚のアラや野菜く
ず等）を堆肥化しています。取引先の農家が、そ
の堆肥で生産した農産物を市場で仕入・販売
しているほか、組合出資子会社「株式会社あき
た市民市場メイト」では、買い物が困難な市民�

向け「お買い物お届けサービス」を実施するな
ど、社会貢献活動も熱心に行っています。
このたびの受賞に関して、進藤理事長は「組
合活動が地域活性化の取り組みとして評価さ
れたことは嬉しい。これからも秋田の食を通し
て、地域活性化の役割を担っていきたい」と話
しています。

［要望書を受け取る伊藤専務理事（左）］

［進藤理事長］

■秋田市民市場が日本政策金融公庫総裁賞を受賞！
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支 団 活 レ ー援 体 動 ポ ト
法令遵守した組合運営のために	 〜秋田県中小企業組合士会〜

会長に佐藤弘幸氏が再選	 〜秋田県中小企業団体事務局協議会〜

2月2日（金）、秋田市の第一会館本館におい
て、秋田県中小企業組合士会（堀川深雪会長）の
「平成29年度第1回研修会」が開催され、会員25
名が参加しました。
はじめに、本会の畠山頼仁事務局次長が講師
を務め、総会シーズンに向けて開催が義務づけ
られている理事会の事務処理等について、会員
組合から中央会に寄せられた質問を中心にQ
＆A形式で解説しました。
参加者からは「理事定数の下限を欠いた場合
の理事会開催の定足数や議事録への理事の押
印について等、具体的な事項について中協法の
根拠などを再確認できたことは良かった。今後
の組合運営において参考にしていきたい」等の
感想が聞かれました。

引き続き、秋田県非正規雇用労働者待遇改善
支援センターの工藤韶貢社会保険労務士によ
り「働き方改革」をテーマに講演が行われ、企業
に求められる働き方改革の概要について学び
ました。
研修会終了後に開催された懇親会では、参加
した組合士らによる活発な情報交換が行われ
るなど、会場は大いに盛り上がりました。

2月21日（水）に秋田市のホテルメトロポリ
タン秋田において、秋田県中小企業団体事務局
協議会（佐藤弘幸会長）の平成30年度通常総会
が開催され、会員等22名が出席しました。
総会では、平成29年度事業報告および収支決
算のほか、全号議案が満場一致をもって承認・
可決されました。また、任期満了に伴う役員改
選では、会長に佐藤弘幸氏（秋田管工事業協同
組合）が再任されました。
事務局協議会では、平成30年度事業において

研修会事業のほか、会員交流を深めるための親
睦事業を実施することとしております。

［挨拶する堀川会長］

［挨拶する佐藤会長］

会員同士の交流を促進	 〜秋田県中小企業青年中央会〜

2月2日（金）、秋田市の第一会館本館におい
て、秋田県中小企業青年中央会（佐藤潤会長）の
「秋田県版どうせ買うなら運動」の実現に向け
た第2回研修会が開催され、研修会終了後、会員
同士の交流促進を目的としたボウリング大会
が秋田市のブルックリンストライクにおいて
開催されました。

ボウリング大会は、会員等17名が参加し、6
チームに分かれて白熱したゲームが繰り広げ
られました。大会成績は次のとおりです。
青年中央会では、事業化の実現に向けて、今
後も様々な機会を通じて交流を深めながら、会
員間の連携を強化していくこととしています。

【大会成績】� （敬称略）
�（個人優勝）
　能代市柳町商店街振興組合� 渡邉　正人
�（団体優勝）
　秋田県再生資源商工組合� 村上　貴義
　秋田県主食集荷商業協同組合� 鎌田　智仁
　三井生命保険株式会社� 髙橋　　歩

［大会に参加された皆さん］
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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

秋田県移住・定住促進課より、県内40高校を対象に行った就職実態調査結果について情報提供が
ありましたので、高卒求人を行う際の参考としてご紹介します。

＜勤務条件・就労環境について＞
賃金の見直し
生徒が県外を志願する理由として「賃金」が2
位にあげられているほか、各県比較においても
高卒初任給と県内就職率の相関性は高い。
福利厚生の充実、雇用環境の改善
生徒が就職先に求めるものとして、会社の雰
囲気、人間関係、休日の日数を重視する傾向が
強まっているが、県内企業は県外企業に比較し
て、雇用環境改善が進んでいない。また、技術系
で産休・育休制度のある県内企業が少なく、県
外に流れている。
社員の育成・フォロー体制の構築、定着率の向上
若手社員の自社評価は、良くも悪くも後輩に
伝わりやすく、「面倒見が良い」「人間関係が良
好」「定着率が高い」といった企業には後輩も続
けて入社している。
誘致企業における本社への異動
誘致企業の大半は秋田のみでの勤務である
が、秋田と本社の異動が可能であれば、技能の
向上につながり、「やりがい」「専門性」を求める
工業系の生徒に対するアピールとなる。

＜採用活動について＞
求人票作成上の工夫
生徒には求人票が同じに見える。休暇制度を
具体的に記載する、昨年度との違いを明示する
など、個性が見える求人票の作成が求められる。
積極的な学校訪問
教員が情報を多く持ち合わせた企業につい
ては、生徒に具体的に勧めることができる。
求人票を郵送するだけでなく、求人票公開日
に関わらず早期にPRを兼ねた積極的な学校訪
問が有効。直近の卒業生が帰省時に学校訪問す
ることで自社PRをしている県外企業もある。
先輩の様子を紹介するポスターの作成
先輩の就職先から就職企業を選択する傾向
が強い。多くの県外企業では、先輩の様子を写
真で紹介するポスターを作成しており、生徒は
よく見ている。県内企業で同様の取組を行って
いる例は非常に少ない。
保護者を巻き込んだ採用活動
企業選択には保護者の意向が影響するため、
保護者を意識した採用活動や企業PRも必要。
職場見学の際に保護者を同伴させる県外企業
もある。

県内高校就職実態調査結果について（秋田県）

商業振興課の藤野です。平成28年4月より中
央会に入職してもうすぐ2年が経とうとしておりま
す。せっかくの機会ですので、少し自己紹介をさ
せて頂きます。
中央会職員として入社2年目でありますが、年
齢は38才です。アラフォー＆運動不足から体重
増加が気になる今日この頃です。出生地は秋田
市なのですが、小さい頃は父親の転勤であった
り、また、2年前まで22年間、山形県に住んでい
たため、まだまだ秋田生活に不慣れなところもあ
り、只今少しずつ順応しているところです。
前職は電気関係（製造業）の仕事に携わり、
図面を描いたり配線作業をしてきましたが、10
年前にはリーマンショックの洗礼を受け、引越や
果物の収穫・選果のアルバイトをしながら、食い
繋いでいた時期もありました。現在は、はんだご
てを片手に我が子のおもちゃの修理屋を行って
います。
趣味は、スポーツ観戦・アウトドア・釣りなど

です。スポーツ観戦は、大学時代にバドミントンを
やっていたこともあり、北都銀行バドミントン部の
応援や野球観戦に行ったり、アウトドアでは、海
に行って海水浴や釣りやバーベキューをしなが
ら野外活動を楽しんでおります。まだ子供が小さ
いこともあり、趣味への時間がなかなか取れない
状況ですが、海や渓流に釣りに行く機会を増や
すなど少しずつ行動範囲を広げながら、今年は
家族でキャンプに行ってみようと画策しています。
皆様のおすすめポイントがありましたら是非教え
て下さい。
秋田県を取り巻く環境は、人口
減少・高齢化など寂しい話題が
多いですが、少しでも秋田の活性
化のお役に立てるよう尽力してい
きたいと思っておりますので、今後
とも、よろしくお願いします。

［記��商業振興課��主事��藤野�孝輔］

本会では、皆様に中央会の職員をより身近に知っていただくため、「中央会職
員コラム」を連載しております。どうぞご覧下さい。

　
　

　　　

　

　　
  中央会職

員コラム

　
　

　　　

　

　　
  中央会職

員コラム

＜調査期間＞
　平成29年5月から平成29年6月

＜本件に関するお問い合わせ＞
　秋田県あきた未来創造部�移住・定住促進課
　TEL：018-860-1248



損害保険・生命保険

保険と暮らしの相談センター

株式会社
A  K  I  T  A  H  O  K  E  N

I S 0 9 0 0 1
JUSE-RA-2015

対象業務：損害保険代理業務
　　　　　　 生命保険代理業務

松　木　文　雄
太　田　博　之

本　多　秀　文

本社　〒010-0967 秋田県秋田市高陽幸町8番17号

保険&
リース

保険とリース、相続・事業承継のご相談はお気軽にどうぞ！！

北日本ベストサポート
株式会社

TEL.018-883-1888　FAX.018-883-1822
県南営業部　TEL.0187-66-3622　　能代東支店　TEL.0185-58-2116
　酒田支店　TEL.0234-75-3370

URL  http://www.knbs.jp

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
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