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4月15日㈬及び
16日㈭流通センタ
ー内春の一斉清掃
を実施し、両日共
に天候に恵まれ、
絶好の清掃日和と
なった。 

今回は、新型コ
ロナウイルス感染

拡大防止のため、清掃実施状況の巡回確認は事務
局のみで行った。 

巡回確認の結果、全体的にしっかりと各企業で
清掃が行われている状況であり特に表側にはごみ
はほとんど落ちていなかった。前回の秋の一斉清
掃で改善の依頼をした箇所も良くなっていた。 

しかし気付きづらい部分ではあるが、敷地内植
栽の歩道へのはみ出し・建物裏側の雑草やごみの
投棄などがあり、
改善の必要があ
る組合員に対し
ては通知をする。 

今後も継続し
て団地内環境美
化に組合員の皆
様にはご協力頂
きたい。 
 
 
 
 
第１１回 理事会（２月２８日臨時開催） 
 
１．提出議案 
 
第１号 創立５０周年記念式典・祝賀会の開催に

ついて 
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

令和2年10月6日㈫に延期することが承認された。 
 
第１２回 理事会（３月１６日開催） 
 
１．報告事項 
 
⑴令和元年度組合収支決算見込みについて 
⑵年間スケジュールについて 

令和2年度内並びに第51回通常総会までの理
事会等開催予定の年間スケジュールについて報
告。 

 
⑶組合創立５０周年記念事業について 

記念式典は10月6日に延期を決定したが、会場
等のキャンセル料は発生せず、案内状発送費用
約11万円が費用的損失となったことを報告。 

⑷リサイクル事業について 
リサイクル事業で回収物の大半を占める古紙

類（段ボール、新聞、雑誌）に関して、回収問
屋の買値が極端に下落しており、委託業者より
還元額等に対して相談があったことを報告。 

 
２．提出議案 
 
第１号 矢巾町都市公園(広宮沢公園、鹿妻公園、

北川公園)の指定管理業務について 
共同事業委員会に対して諮問した矢巾町都市

公園の指定管理業務について委員会から承認の
答申を受け、4月1日より貸出管理業務を開始す
ることが承認された。 

 
第１回 理事会（４月２２日開催） 
 
１．報告事項 
 
⑴令和元年度事業概況及び収支決算見込みについ       
  て 

通常総会提出議案第1号となる事業概況の経
営環境と組合運営について文案を説明。 

収支決算見込は共同事業収入543,445千円、共
同事業費は499,193千円であり44,252千円の粗
利益。賦課金収入、事業外収入は貸倒引当金戻
入を含めて136,630千円となり収入の部の合計
は680,075千円である。一般管理費は54,595千円、
事業外費用が80,419千円、法人税等引当額が303
千円であり、支出の部の合計は634,510千円とな
っている。結果として当期利益は45,566千円の
見込みとなった。また、減価償却費は満額の
10,812千円を計上している。 

前期繰越損失金が122,642千円のため、当期利
益を差し引いた77,076千円を次期繰越損失金と
する損失処理案であることを報告。 

⑵卸商業団地機能向上支援事業について 
中小企業庁及び中小機構の支援により令和元

年度から商団連が実施している「卸商業団地機
能向上支援事業」を活用して今年度予定してい
る「団地内街路灯の再整備の調査研究」につい
て、応募書類である事業計画書を提出したこと
を報告。なお、審査結果は5月末頃出る予定であ
る。 

⑶新型コロナウイルスへの対応について 
緊急事態宣言が全国に拡大されたことを受け、
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次回理事会は書面議決により開催することと組
合会館研修室の利用を当面の間利用休止とする
ことを報告。また、矢巾勤労者共同福祉センタ
ー、矢巾町都市公園の施設が4月25日から当面の
間利用休止となることを報告。 

⑷リサイクル事業について 
今年度の参加企業数は59社61施設であり、回

収した総重量（段ボール、新聞、雑誌、ペット
ボトル、アルミ缶、スチール缶）は144,461㎏で
参加企業に対して1㎏当たり3円の還元を行った
ことを報告。 

また、リサイクル品の買値が下落しているこ
とにより、委託業者からの組合に対する還元が
中断していることと、それに伴い参加組合員へ
の1㎏当たり3円の還元を第一四半期については
継続し、以降についてリサイクル事業の仕組み
を検討することで了承を得た。 

⑸賛助会員脱会について 
合同会社社会福祉事業グローバルサービスが

3月27日付で退会となったことを報告。 
⑹その他 
・事務局人事について 

3月31日付で総務課嘱託職員佐々木せい子、業
務課嘱託職員熊谷隆が退職し、新たに4月1日付
で中村明彦を受託施設管理課の嘱託職員として
採用したことを報告。 

 
２．提出議案 
 
第１号 令和２年度事業計画骨子及び収支予算案 
     の承認について 

通常総会提出議案第2号となる事業計画の概
要の経営環境と組合運営、事業重点項目につい
て文案を説明。 

収支予算案については、新型コロナウイルス
の影響を考慮し今年度限りの特例措置として賦
課金の差等割単価を1坪あたり120円とすること
が承認された。共同事業については、事業計画
に基づき各課で算出した結果、事業収入合計が
538,310千円、事業費合計は496,670千円となり、
事業外収入は50周年事業収入、引当金戻入を含
めて125,690千円、収入の部の合計は664,000千
円を予算化。一般管理費は48,640千円、事業外
費用が50周年事業費を含め86,540千円、法人税
等引当金300千円を加えた支出の部の合計は
632,150千円を予算化し、結果として当期利益は
31,850千円の収支予算となった。また、減価償
却費は満額の10,140千円を予算計上している。
審議の結果、本事業計画を通常総会に上程する
ことで承認された。 

 
第２号 第５０回通常総会開催方法の承認につい 
     て 

5月29日㈮開催予定の第50回通常総会は新型
コロナウイルスの感染拡大防止の観点から役員
のみの出席とし、組合員については、定款第41
条の規定に従い書面議決にて開催することが承
認された。 

 

 
 
 
・部会通常総会 
令和2年度の部会通常総会が第1部会は4月7日㈫、

第4部会は4月13日㈪、第6部会は3月16日㈪にそれ
ぞれ開催された。 

審議の結果、以下の議案について原案通り可
決・承認された。 

なお、第4部会は新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、書面議決の方法をとった。 
 
第１号 令和元年度事業報告及び収支決算の承認 

について 
第２号 令和２年度事業計画及び収支予算案の決 

定について 
第３号 令和２年度部会費及び徴収方法の決定に 

ついて 
 
 
 
 

4月2日・3日・13日・15日・20日に矢巾勤労者共
同福祉センターにおいて「春の一般健康診断」を
実施し、5日間で529人が受診した。 
今年度は新型コ

ロナウイルス感
染拡大防止のた
め、会場前で検温
と手指の消毒を
行うなどの対策
を講じた。天候が
良い日が多く、受
診率も95％と良
好であった。 
 
 
 
 

4月1日から健康増進法の一部改正によりラポー
ル盛岡(組合会館)は原則禁煙となった。そこで、
改正法に定める基準の喫煙専用室を地階に設置し
た。 
 
 
 
 

〔 〕内前代表者・敬称略 

＊代表者変更＊ 
・㈱イシザキ・コーポレーション(第3部会) 
 代表取締役社長    石崎 浩樹〔石崎 智之〕 
・㈱角弘(第3部会) 
 代表取締役社長    船越 秀彦〔小田桐健蔵〕 
・㈱佐渡島(第3部会) 
 代表取締役社長   佐渡島康平〔矢田登志雄〕 
・㈱トーセン(第3部会) 
 代表取締役社長    山川 重樹〔山口 晋一〕 
・コマツ岩手㈱(第4部会) 
 代表取締役社長    益田 泰緒〔金子  徹〕 

部 会 ・ 経 営 研 究 会 活 動 

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況 

組 合 会 館 喫 煙 室 設 置 
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・㈱竹村製作所(第4部会) 
 代表取締役社長   岩田 裕之〔竹村 國彦〕 
・ダンロップタイヤ東北(第4部会) 
 代表取締役社長    館山  等〔石川 砂夫〕 
・東芝コンシューママーケティング㈱(第4部会) 
 取締役社長      千田 一臣〔安武 浩一〕 
・㈱ムサシ物流(第5部会) 
 代表取締役社長    大津  進〔髙篠 勝正〕 
・東北アルフレッサ㈱(第6部会) 
 盛岡第一支店支店長  橋本 健志〔菊池 一成〕 
・いすゞ自動車東北㈱(賛助会員) 
 代表取締役社長   川浪 正人〔石川 哲朗〕 
・㈱三洋工業東北システム(賛助会員) 
 代表取締役社長   皆田 浩二〔中村 文明〕 
 
＊社名変更＊ 
・ＳＢＳ三愛ロジスティクス㈱(賛助会員) 
 (旧社名：ＳＢＳ三愛ロジ東日本㈱) 
 
＊賛助会員脱会＊ 
・(同)社会福祉事業グローバルサービス 
 
 
 
 
5月 7日㈭ 紫波地区企業等安全連絡会 
       理事会(紫波町) 
5月 8日㈮ 監査会 
5月 12日㈫ 岩手県中小企業団体中央会 
       理事会(市内) 
  〃    岩手県商工振興協同組合 
       理事会(市内) 
  〃    第1部会(靴部会) 例会 
5月 13日㈬ 矢巾勤労者共同福祉センター 
       理事会(書面議決) 
  〃    第2回 理事会(書面議決) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5月 15日㈮ 岩手県火災共済協同組合 監査会 
       (市内) 
5月 19日㈫ (公社)盛岡法人会 理事会(市内) 
5月 20日㈬ 岩手トラックターミナル㈱ 
       取締役会(市内) 
  〃    経営研究会 総会(書面議決) 
5月 25日㈪ 岩手県火災共済協同組合 
       理事会(市内) 
5月 29日㈮ 第50回 通常総会 
6月 2日㈫ 岩手県中小企業団体中央会 
       地域活力強化委員会(市内) 
6月 5日㈮ 第1部会(繊維部会) 例会 
6月 8日㈪ (公社)盛岡法人会 通常総会 
6月 22日㈪ 岩手トラックターミナル㈱ 
       通常総会・取締役会(市内) 
6月 23日㈫ 全国卸商業団地企業年金基金 
       理事会・代議員会(東京) 
6月 24日㈬ 全国卸商業団地協同組合連合会 
       通常総会(東京) 
  〃    第6部会 役員会 
6月 25日㈭ 第3回 理事会 
 
 

 
・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定 

 催事内容 開催日 

５

月 

乾物・珍味販売 7、14、21、28 

婦人服販売 11、12、25～27 

たい焼・たこ焼販売 7、15、20、25、30 

試飲会 15 

６

月 

乾物・珍味販売 4、11、18、25 

婦人服販売 29、30 

たい焼・たこ焼販売 5、10、15、25、30 

試飲会 15 

※都合により追加・変更になる場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

消毒液の無償提供について 
（組合員・賛助会員限定） 

新型コロナウイルス感染拡大により、全国的に手指の消毒液が不足しております。 
 組合事務局にある消毒液（弱酸性次亜塩素酸水）を無償で提供致します。 
 ご希望の企業は下記注意点をご覧になってから組合事務局までお越し下さい。 
 

＜注意点＞ 
①数量に限りがあるので、量はこちらで決定した数量のみ提供します。 

 ②必ず液剤を入れる容器（霧吹き等）をお持ちください。 
  ※容器の用意は事務局にはありません。 
 ③個人用としては提供できません。 
  ※事業所用としてご利用下さい。 
 ④無くなり次第終了となります。 

※全社に提供できる量はありません。 

お 知 ら せ 
行 事 予 定 

※次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウム(ハイター等)は性質が異なります。 
取り扱い方法に気を付けてご使用下さい。 
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