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第５回 理事会(7月
(7月24日開催
24日開催)
日開催)
１．報告事項
⑴盛岡物流センター事業運営報告
6月の取扱い物量は14,934ｹｰｽ、収入合計
6,089千円、支出合計7,125千円と報告。
⑵物流センター高度化資金６月末償還報告
6月末の約定償還である8,500千円を27日㈭
に実行したことを報告。
⑶岩手流通センター活性化委員会開催報告
第12回活性化委員会が7月2日㈫に開催され、
平成24年度事業報告並びに収支決算が承認。
役員改選で、松田理事長が委員長に再任、
副委員長3名のうち岩手トラックターミナル
㈱の専務に異動があり、佐藤昌彦専務取締役
が選任。また、平成25年度事業計画で、今年
の活き活き祭は10月6日㈰に開催することが
決定した内容を報告。
⑷東北卸商業団地連絡協議会通常総会開催報告
⑸その他
・松食い虫の被害について
組合会館バス停前の花壇に植えていたア
カマツ2本の内1本が松食い虫の被害に遭い、
矢巾町の指導により6月15日に伐採し焼却
処分をしたことを報告。
・卸団地制度５０周年記念について
卸団地制度（店舗等集団化事業）が昭和
38年に創設されてから今年で50年となり、
10月31日㈭に東京で記念式典が行われるこ
とを報告。
２．提出議案
第１号 退任役員への退任慰労金支給について
5月に開催した通常総会の役員改選
で理事を退任したエビー㈱代表取締役
社長 伊勢澤一男氏に支給規定に基づ
き退任慰労金を支給することが承認さ
れた。伊勢澤氏の在任期間は2期4年で
ある。
第２号 各委員会委員
各委員会委員の委嘱について
委員の委嘱について
任期満了に伴う各委員会の委員委嘱
案について審議の結果、原案通り承認
された。なお、改選後の委員名簿は委
員長、副委員長が決定後、次号に掲載
する予定である。
第３号 組合会館屋上の防水工事実施について
組合会館屋上の防水シートは、経年

第４号

第５号

第６号

第７号

劣化による亀裂が生じ雨漏りが発生し
ているので、今年度改修工事をする予
定であった。3社を指名し見積合わせの
結果、最低見積業者に発注することが
承認された。
盛岡物流センター舗装補修工事発注及
び消火器更新について
・凍上被害によりアスファルト舗装面
に発生した段差、剥離、くぼみについ
て補修工事を実施することとし、3社を
指名し見積合わせの結果、最低見積業
者に発注することが承認された。
・消火器の点検基準が改正され、製造
から10年経過した消火器は耐圧性能点
検が義務化となった。物流センターの
消火器は16年経過していることから、
点検又は更新の方法を検討した結果、
費用の面から更新する方法で2社を指
名し見積合わせの結果、最低見積業者
に発注することが承認された。
盛岡物流センター高度化資金貸付条件
変更（連帯保証人一部変更）の申請に
ついて
5月の組合通常総会において、組合役
員に変更があったことから、県に対し
て高度化資金借入に係る連帯保証人の
変更申請を行うことが承認された。
盛岡物流センター売却価格について
盛岡物流センターの一括売却に向け
て価格交渉の迅速化の観点から、執行
部及び事務局として、今後の交渉を弾
力的に行うことを改めて確認した。
団地内施設及び組合出資持分の譲渡に
ついて
第3部会所属のホクヨープライウッ
ド㈱の団地内施設及び組合出資持分を
㈲リバティー開発（盛岡市：不動産・
土木・建築・設備業）に譲渡すること
が承認された。

東 北 商 団 連 通 常 総 会 開 催
7月12日㈮午後2時から東北卸商業団地連絡協議
会の平成25年度通常総会が市内で開催された。
通常総会は、全国卸商業団地㈿連合会の平澤事
務局長を来賓に迎え、10団地の理事長、事務局長
等24名が出席し、会長である松田理事長が議長と
なり平成24年度事業報告・収支決算、平成25年度
事業計画・収支予算案が原案通り可決された。
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総会終了後、商団連が取り組んでいる「商団連
災害時ネットワークの実現について」をテーマに
意見交換が行われた。その中で、このテーマにつ
その中で、このテーマにつ
いては商団連の事務局長会議や各ブロック会議で
協議しているが、全体的に意見を集約することは
非常に難しい点が多く進展は見られない。東北ブ
ロックの団地では、実際に東日本大震災の被害に
あった団地もあり、以前に団地間ネットワークの
実験を行った経験もあるので、当連絡協議会で災
害時ネットワークの参考例を作成し商団連に
害時ネットワークの参考例を作成し商団連に提案
してはどうかとの意見も出された。
連絡協議会は、東北地区の卸商業団地
連絡協議会は、東北地区の卸商業団地15団地で
組織されてお
り、事務局は
㈿仙台卸商セ
ンターに置か
れ、会長の任
期は2年で各
県の持ち回り
となっている。

ことにより、組織が更に高
は組織全体で共有することにより、組織が
い水準で成果をあ
げられるという内
容の講演であった。
引き続き行われ
た懇親会では、新
入会員の紹介など
もあり会員間の交
流が持たれ親睦を
深めた。
・第３部会・第４部会合同ビアパーティー
7月26日㈮午後7時から市内において、第
時から市内において、第3部会
（建設資材・設備）と第4部会（機械・器具）
部会（機械・器具）の合
同ビアパーティーを開催した。
合同開催とな
ってから3回目と
なる今回は、31社
から131名と過去
最多の参加人数
となり大いに盛
り上がった。

部会・経営研究会・桐華会活動
・桐華会 第７回レディースボウリング大会
7月18日㈭午後6時30分より、ビッグハウススー
分より、ビッグハウススー
パーレーンにおいて開催した。
会員以外の ン
会員以外のセ
ター内
ター内の女性従業
員へ
員へも参加を呼び
かけ、女性のみの親
睦を深め大いに盛
り上がった。
り上がった。また、
昨年に引き続き賞
品には、復興支援の
ため被災地の特産
物を活用した。
＜参加数＞
9社 9チーム 36名
＜団体戦＞
優 勝
丸幸商事㈱Ａ
1,029点
準優勝
㈱山星屋
1,027点
第３位
岩手繊維㈱
998点
＜個人戦＞
優 勝
宇川千春（東北名鉄運輸㈱） 308点
準優勝
天麻由恵（丸幸商事㈱Ａ） 304点
第３位
佐藤育子（岩手繊維㈱）
304点

・第１部会（靴部会）納涼会
7月29日㈪午後6時30分から市内において、
分から市内において、5社7
名の参加により開催した。
大手小売業の進出等により益々厳しくなる靴業
の進出等により益々厳しくなる靴業
界において、情報交換や共同売出
界において、情報交換や共同売出し等についての
企画・提案を更に推し進めていくべきとし
企画・提案を更に推し進めていくべきとし、会員
の結束を新たにした。
・第６部会 例会・納涼会
8月1日㈭午後6時30分から市内において、
分から市内において、4社9名
の参加により開催した。
今年度の事業内容と日程については既に決定し
日程については既に決定し
ているので、会員多数の参加をお願いするよう積
会員多数の参加をお願いするよう積
極的に声掛けをして
いくこととした。
当日は盛岡さんさ
踊りの初日で、賑や
かな音が聞こえる中、
部会員間の情報交換
や交流を深めた。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
敬称略・
〔 〕内は前代表者

・経営研究会 ７月例会
7月23日㈫午後5時30分から経営研究会
分から経営研究会7月例会
を市内において開催した。
今回は、岩手県経営品質協議会の運営・研修推
進担当であり、㈱情報システム研究所 取締役所長
の金澤闊朗氏を講師に迎え、
「より良い組織創りを
求めるリーダーのための『経営品質入門』
」と題し
て講演会を行った。
経営品質を高めるためには、組織の理想とする
姿・目標を改めて検討し、それを実現する
、それを実現するために

＊代表者変更＊
＊代表者変更＊
・㈱サトー商会（第2部会）
部会）
代表取締役社長 滝口良靖〔玉根 裕〕
・㈱バイタルネット（第6部会）
部会）
盛岡支店 支店長 諸岡一之〔谷村善之〕
・ヤマトホームコンビニエンス㈱（賛助会員）
盛岡支店 支店長 高橋雄基〔伊藤康浩〕
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＊組合員加入＊
組合員加入＊
・リコーロジスティクス㈱（第5部会）
業 種：運送業・倉庫業
本 社：東京都大田区京浜島1丁目2番6号
代表者：代表取締役社長 市岡 進
所在地：矢巾町流通センター南3-8-2
（旧施設解体後新築）
＊組合員脱退＊
組合員脱退＊
・リコージャパン㈱（第5部会）

行
9月
9月
9月
9月

9月
9月
9月
9月

9月
9月
9月
9月
9月

9月
9月
10月
10月

10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月

事

予

お

定

2日㈪ 金融・税制委員会
3日㈫ 企画委員会
5日㈭ 第1部会（繊維部会）例会
〃
矢巾町商工会経済交流会（矢巾町）
5日㈭～6日㈮
全国卸商業団地㈿連合会
事務局長会議（奈良市）
6日㈮ 第1部会（靴部会）例会
9日㈪ 第4部会 例会
10日㈫ 総務委員会
11日㈬ 第3部会 役員会
〃
全国卸商業団地厚生年金基金
理事会（東京）
〃
岩手流通ｾﾝﾀｰ活性化委員会研修会
12日㈭ 環境整備委員会
13日㈮ 共同事業委員会
18日㈬ 第6回 理事会
19日㈭ 岩手ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ㈱ 取締役会（市内）
20日㈮ 労務・厚生委員会
〃
経営研究会 9月例会（市内）
〃
岩手県中小企業団体中央会
中小企業団体岩手県大会（市内）
24日㈫ 経営研究会 役員会
25日㈬ 全国卸商業団地厚生年金基金
代議員会（東京）
1日㈫ 流通神社例大祭
4日㈮～5日㈯
関東甲信越・東北卸商業団地
連絡協議会交流会（横浜市）
6日㈰ 2013岩手流通センター活き活き祭
15日㈫ 第4部会 例会
16日㈬ 第7回 理事会
18日㈮ 青森県流通団地連絡協議会
団地組合職員研修会（八戸市）
22日㈫ 第6部会 視察研修
24日㈭ 全国中小企業団体中央会
中小企業団体全国大会（滋賀県）
31日㈭ 全国卸商業団地㈿連合会
卸団地制度（店舗等集団化制度）
創設50周年記念式典（東京）

知

ら

せ

・記録的な
記録的な豪雨について
8 月 9 日㈮秋田県と岩手県
が記録的な豪雨に見舞われ、
気象庁は「これまでに経験
したことのない大雨」にな
っていると発表した。
流通センターも朝から雷
を伴う豪雨に襲われ、主要
道路が冠水のため通行止め
となり一時孤立状態となっ
た。
組合員企業からはこれま
でに大きな被害は報告されていないが、矢巾町や
雫石町などでは床上浸水や土砂崩れの大きな被害
が出ており、流通センター内の従業員の中には被
害に遭った人が多数いるものと思われる。
・団地内初のコンビニエンスストア
団地内初のコンビニエンスストア開店
エンスストア開店
8月29日㈭コンビニエンスストア「セブン-イレ
ブン盛岡流通センター北店」が開店し、3日間の開
店記念セールを行い、組合員従業員や周辺住民、
ドライバー等多くの客で賑わっていた。
当店は、盛岡市流通センター北1丁目1番の組合
員跡地を㈱セブン・フィナンシャルサービスが取
得し組合員とな
り開業する当団
地内初のコンビ
ニエンスストア
で、今後団地内
従業員にとって
は便利な店舗に
なると思われる。
・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
催事内容
乾物・珍味販売

９
月

婦人服販売
音楽ＣＤ販売
菓子販売
乾物・珍味販売

10
月

婦人服販売
音楽ＣＤ販売
菓子販売

開催日
５
３０
９
３０
３
１
１５
３０

１２

１９

１０

１１

２６

１０ １７ ２４ ３１
２ ２８ ２９ ３０
１６

※都合により追加・変更になる場合があります。

・お菓子特売日のお知らせ
日 時： 9 月 20 日㈮ 10:00～15:30
10 月 17 日㈭ 10:00～15:30
場 所：矢巾勤労者共同福祉センター

組合会館ストアでは
組合会館ストアでは、
ストアでは、ラポール盛岡
ラポール盛岡１
盛岡１Ｆロビーを商品販売
ロビーを商品販売、
商品販売、商品ＰＲ
商品ＰＲ等
ＰＲ等にご利用
にご利用いただいております
利用いただいております。
いただいております。
◇利用時間：９：００～１７：００ ◇利用料金：利用スペースにより、１日５,０００～１０,０００円（時間に関係なく）
◇利用申込：予約制になっておりますので、予約状況については、組合会館ストアまでお問い合わせください。（直通 638-4200）
（3）

２０１３ 岩手流通センター

活き活き祭（いきいきまつり）開催！
今年も「東日本大震災により被災を受けた地域への復興支援」をテーマに開催します。
日
場
内
出

時：１０月６日（日）１０時～１６時
所：盛岡地区勤労者共同福祉センター 大ホール及び屋外特設会場
容：オープンバザー・協賛品特価販売・ステージ発表・屋台・産直販売・
フリーマーケット・ふわふわトランポリン等
演：みなみ幼稚園・北川保育園の園児による演技
Ｍｒ．村野と盛岡ブルージーンズ
南昌太鼓
ザ・グルーベンダース feat.ケリー
＜２０１２岩手流通センター活き活き祭の様子＞

募集事項：
募集事項：①オープンバザー及
オープンバザー及び屋外特設会場の
屋外特設会場の出店者
出店料：
１ブース（
出店料：大ホール屋内
ホール屋内
ブース（２間×１間） ３,０００円
０００円
屋外（
屋外（テント等
テント等）１ブース（
ブース（３間×２間） ２,０００円
０００円
※申込締切：
申込締切：９月１０日
１０日（火）
②フリーマーケット出店者
フリーマーケット出店者
出店料：
出店料：１区画 １,０００円
０００円（屋外特設会場）
屋外特設会場）
※申込締切：
申込締切：９月２５日
２５日（水）
③当日まつりボランティアスタッフ
当日まつりボランティアスタッフ
※申込締切：
申込締切：９月１０日
１０日（火）
お 願 い：①協賛金
１口１,０００円
０００円とし、
とし、１口以上のご
口以上のご協力
のご協力をお
協力をお願
をお願いいたします。
いいたします。
※振込締切：
振込締切：９月１５日
１５日（日）
②協賛商品
※申込締切：
申込締切：９月１０日
１０日（火）
後日、
後日、事務局にて
事務局にて引
にて引き取りにお伺
りにお伺いいたします。
いいたします。

＜詳しい内容・お問い合せ先＞
主催：岩手流通センター活性化委員会（盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合）
ＴＥＬ：０１９－６３８－６０２５ ＦＡＸ：０１９－６３８－８０１８
メール：morioka-yahaba-toshi@siren.ocn.ne.jp
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