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会報

毎月15日発行

１部120円
送料込み

４

NO.621
〒 036-8567

青森県弘前市上鞘師町 18-1

弘前商工会議所
TEL 0172（33）4111

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

通常議員総会開催 〜新年度事業計画・予算、事務局機構の改革等を承認〜
平成21年度

予算状況
特退金会計

会計
規模

58,405千円（20.0％）

相談所会計
事業特別会計

58,405千円
（20.0％）

今年度総額

291,313千円

155,380千円
（53.3％）

一般会計
70,563千円
（24.2％）

第194回通常議員総会が３月25日、当所会館

新年度の事業計画案並びに収支予算案等が審議

２階大ホールにおいて開催され、85名（委任状

され原案通り承認されました。事業計画では弘

出席含む）が出席しました。

前ブランド商品の確立や若手後継者育成として

科目別
規模

繰入金

その他

7,485千円（2,6％）

会費

総会の冒頭、新戸部満男会頭は「厳しい経済

の人材育成事業、まちづくり健康診断事業など

状況が続く中、特に新年度においては、目前に

の新規事業を行う一方、これまで会員事業所等

44,400千円
（15.2％）

迫った東北新幹線新青森駅開業に向け、『弘前

からの協賛金を主たる財源として当所が実施し

交付金

感交劇場』や中心市街地活性化のための事業推

てきた各イベントについては、厳しい経済状況

進をはじめ、ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業など

を反映して、議員・会員事業所に大きな負担を

による地域資源を活かした販路拡大とともに新

かけないためにも、春ねぷたの運行などを行っ

たに弘前ブランドの確立や若手職人の後継者育

てきた「情報発れ（じょっぱれ）弘前」は一時

成としての人材育成事業の推進などに積極的に

休止、「Ｔｈｅ津軽三味線」は当所単独での開催

取り組んでいきたい」と述べ、議員各位の一層

は見送ることとし、新年度において関係団体な

の支援、協力について要請いたしました。

どの協力が得られた時点で開催を検討すること

総会では、議員職務執行者の変更などの庶務

で了承されました。

報告をはじめ、弘前市に対する重点要望事項へ

なお、平成21年度予算については、これまで

の回答としての市の処理方針や定額給付金支給

の法定台帳関係費会計と会報特別会計を一般会

に伴う対応策についての報告がなされたほか、

計に一本化して予算を計上することとして、総

現行の５課２室の事務局体制から新たに事務局

額２億9,130万円を計上しています。

次長を設置しての４課体制とする機構改革を平

【会計及び科目別の規模、内訳については、カ

成21年度からスタートすることが了承されまし

ラー円グラフをご覧ください。】

た。今回の組織改編は、会員の皆様にもわかり
やすい組織とし、効率的な事業運営が行われる

平成21年度事業計画重点事項

よう体制の強化を図ることを目的としており、

⒈意見活動の強化

新たに総務財政課・まちそだて課・経営支援

⒉地域産業の振興

課・情報調査課の４課体制とし、総務財政課と

⒊中心市街地活性化事業の推進

まちそだて課を事務局次長が、経営支援課と情

⒋「弘前感交劇場」の推進

報調査課を中小企業相談所長が統括する組織と

⒌財政基盤の強化

なっております。（関連記事２面）

⒍中小企業に対する支援強化

引き続き、平成20年度の各会計補正予算案、

⒎会議所運営の充実

詳しくは総務財政課まで

収入
の部

52,692千円
（18.1％）

事務局費

4,996千円（1.7％）

公課分担金

その他

事業費
50,769千円
（17.4％）

13,660千円
（4.7％）

繰出金

7,485千円
（2.6％）

事業収入
180,808千円
（62.1％）

53,327千円
（18.3％）

支出
会館管理費

の部

41,764千円
（14.3％） 相談所関係費

給与費
68,005千円
（23.4％）

51,201千円
（17.6％）

東北自動車道
インター乗降車数
４月から毎月大鰐インターの乗降車数
をお知らせします。
当所運輸・交通部会総会において、新
幹線新青森駅開業に向け、毎月の変動数
をお届けすることにしました。正月・桜
まつり・お盆・ねぷたまつり等の実数を
知り、ご商売に役立てていただければと
思います。

商工会議所会館

テナント募集！！

5,928千円（2.0％）

乗り口

降り口

36,765 台

38,046 台

料 金 所 平成21年3月 46,026 台

48,004 台

黒
石 平成21年2月 30,084 台
料 金 所 平成21年3月 36,503 台

30,777 台

大鰐弘前 平成21年2月

37,560 台
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定額給付金を地域の消費拡大に！

平成 21 年度弘前市に対する重点要望

〜関係団体とともに独自のプロジェクトを検討〜

〜商工労政課関係事項のみの

弘前市内では５月に支給される予定の定額給

八戸商工会議所などがプレミアム商品券の発行

付金を地域の消費に結びつけるための経済対

を決定しているが、当所では平成１１年に国が支

昨年12月24日に岩木・相馬両商工会ととも

策として（仮称）「弘前地域消費拡大推進プロ

給した地域振興券に関する当時の独自のアン

に３団体連名で弘前市長並びに弘前市議会議長

ジェクト」の検討を関係団体とともに進め、弘

ケート調査の分析からも、地域経済への寄与度

宛に提出していた平成21年度弘前市に対する

前市へも協力を要請していくことが３月25日開

があまり高くなかったとの結果も踏まえ、より

重点要望事項に対する回答が、３月25日開催

催の当所通常議員総会において了承されまし

地元密着で継続的な効果を見込める事業として

の当所通常議員総会において報告されました。

た。

プレミアム商品券の発行などとは違う「弘前

限定回答に留まる〜

このたびの要望では、最重点項目として６

同プロジェクトの基本構想としては、任意組

型」のプロジェクトとして提案するもの。一件

件、重点要望項目として30件を要望、経済対

合や商店街、協同組合、ＮＰＯ法人などの単独

あたりの限度額は未定だが、総額を８千万円

策をはじめ医療環境の整備や観光都市としての

あるいは複数の団体等の連携によるものから、

と見込み、補助率は90％（自己負担10％）を想

カラス対策の実施など市政全般にわたる内容が

大売り出しや抽選会、イベント、各種サービス

定。今後は早急に関係団体である岩木・相馬両

盛り込まれていましたが、２月26日付の弘前

といった消費喚起策を提案してもらい、採択さ

商工会、弘前観光コンベンション協会、弘前市

市長名での文書による回答は、商工観光部商工

れた事業に補助金を支給するもので、いずれに

物産協会、弘前商業連合会との連名で弘前市に

労政課関係事項のみの回答としている旨の限定

も属さない個人あるいは法人についても、商工

対して「定額給付金支給に伴う地域の経済対策

的なものとなりました。

会、商工会議所会員であればその事業に参加で

事業への協力について」要望のうえ、関係団体

きるもの。

とともに、事業実施に向けて協議を進めていく

同要望については、商工会議所法並びに定款
に基づく建議・意見活動として今回で５度目と

定額給付金の消費喚起策は、県内でも青森、

なり要望項目については、12の各部会並びに

さくら共済

青年部・女性会からの提案に基づき、正副部会
長等合同会議で精査・決定、常議員会の承認を

春のキャンペーン
実施中！
！

得て機関決定のうえ要望しており、昨年度まで
はすべての項目について回答や市の処理方針が
示されていました。
議員総会の席上では、各部会長等より「長い
時間をかけて建議したものが軽んじられたと感

４月１日から30日まで『さくら共済』のキャ
『さくら共済』は、従業員の福利厚生№１を

の意見が出され、新戸部会頭は「（経済活動の

目指し、事業主の皆さんの負担を極力抑えた共

ほかに社会一般の福祉の増進にも寄与すると

済制度です。期間中、アクサ生命保険の推進員

いう）商工会議所の定款を理解していただけな

と当所職員が事業所を訪問させていただきます

かったという気がしている。両商工会とも協議

ので、是非この機会にご加入ください。

のうえ対応していく必要がある」と述べた。

や地域のニーズを的確にとらえ迅速にお応え

総務財政課

時代や社会の変化に対応し、会員の皆さま
していくため事務局組織を改編しました。

橋本

広平

茂起

和宏

事務局長
和宏

白戸

孝之

情報調査課

野呂

中小企業相談所長
経営指導員

経営支援課

常務理事

まちそだて課

事務局次長

野呂

あおもり信用金庫からの議員職務執行者変更
届出に伴い、３月25日開催の通常議員総会にお
いて常議員１名の補充選任が行われましたので
お知らせいたします。（敬称略）

あおもり信用金庫弘前支店
常 務 理 事

工藤

秋夫

＜総務財政課＞

【機構改革に伴う平成21年度事務局体制】

工藤

常議員を補充選任

ンペーンを実施しています。

じる」「来年度以降の方針にかかわる問題」等

専務理事

こととしております。

商工会議所の組織運営を担当、定款、諸規
定・人事・財務など総務全般に関する管理運
営並びに建議活動をはじめ、会員増強、会館
運営、会議所共済等収益事業の一体的な管理
運営により財政基盤の確立と効率的な事業運
営を行います。

課
係
主
主
主
嘱
臨

長／土岐 俊二
長／外川 光則
事／鈴木 純子
事／花田 由美
事／齊藤 耕成
託／村田志津子
時／野呂 愛子

中心市街地活性化、ものづくり支援、人材
育成、弘前ブランド確立など地域資源を活用
した地域活性化への仕組みをそだてます。

課
係
主
主
嘱
嘱

長／村谷
長／木下
事／瓜田
事／工藤
託／小林
託／荻野

要
克也
留美
耕司
敏昭
信夫

創業、経営革新支援、税制、金融、企業再生、 課長・経営指導員／野々口卓史
主事・経営指導員／鼻和 孝夫
事業継続、倒産防止対策など小規模事業者に
主事・経営指導員／池田 俊也
対するきめ細やかな支援を行います。
主事・補 助 員／熊谷 順子
時代・地域のニーズに即した多様な情報を
収集し、商工会議所の政策立案のための基本
調査、その他事業所が必要とする各種調査・
分析を実施し適時適切な情報の提供を行いま
す。

課長・経営指導員／佐藤 宏英
係長・経営指導員／山本
肇
主任・経営指導員／市川みどり
主事・補 助 員／小松澤真弥
嘱
託／一戸 知明
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そうだんしょ

と！！ ひろさき
っ
も
「まちそだて大使制度」は、当商工会議所が

TODAY

りです。

今後さらなる地域振興を図るために、任命大使

☆わが国の経済・社会を取り巻く４つのキー

から助言・提案等をいただく

ワードとして、

独自の制度です。

①ＩＴ化
（情報共有、
世界と世代の同時、
同一性）

今回は、元日本銀行青森支

３

店長・神戸支店長で、現在は

③温暖化
（環境問題の深刻化）

日本証券代行㈱取締相談役と

④少子高齢化
（国内・国際の両面）

して活躍、各地における講演

これからは色々な事柄を考えていく場合、こ

活動も数多く経験されている

の『４つの化』への対応を頭に入れておく必要

埼玉県在住の遠藤勝裕（えんどうかつひろ）大

があるということです。

使からの提言です。

☆対応に必要な６つの心構えとして、

中小企業相談所
☎（33）4111 FAX（35）1877

問 い
合わせ

②国際化
（水平分業の進展）

新年度も『なんでも相談会』
！
お気軽にご相談ください！
ご好評をいただいている『なんでも定例相談

①上に頼るな、②宝を活かせ、③全員参加、④

会』は、本年度も引き続き毎月第３水曜日を相

「私も仕事柄、全国各地を歩く機会が多く、そ

論より行動、⑤イエスからの出発、⑥よそ者の

談日としてスタートいたします。

れぞれが街おこしに必死になっている様子を肌

知恵。

●開 催 日

４月16日㈬・５月21日㈬

で感じておりますが、そうした中でつくづく思

これらのことは青森のりんご台風や神戸の震

いますのは、『単発』ないし『点』の対応が少

災体験の中から実体験として学んだことばかり

●時

間

13：00〜15：00

（※以降、原則第３水曜日）

なくない、ということです。例えば『弘前』を

です。いずれにしましても、日本中どこの地域

●場

所

当会館５階事務所相談コーナー

育てようとする場合、弘前だけに焦点を当てて

も大変です。大きな環境変化の中で生き延びて

●相 談 員

いては、中長期的に継続する対応にはならない

いかなくてはならず、そのためには従来の延長

のではないか、ということです。少し大袈裟か

線ではない発想の転換、意識改革が必要です。

●相談内容

も知れませんが、世界の中の日本、日本の中の

各地それぞれが単発の地域間競争に陥ってしま

※お待ち頂くことのないよう予約制とさせてい

青森、青森の中の弘前、といった視点で弘前の

うと共倒れとなりかねません。その意味でも

ただきますので、相談ご希望の方は、事前にご

発展を考えるにはどうしたら良いか、具体策を

『弘前まちそだて大使』の役割は重要と認識し

連絡くださいますよう、お願いいたします。

考えて行くということです。そのことは、逆流

ておりますので、お役に立てますよう努めてま

＜経営支援課＞

させれば弘前に青森中から人を呼び、青森に日

いります」

（当所小規模企業振興委員）

の際にタウン誌に寄稿された「青森はユートピ
ア〜夢は一杯、膨らむ期待〜」と題した論文資

「私は今、東京の経済同友会で各種委員会活動

料等を頂戴いたしておりますので、今後の事業

をしており、様々な機会に講演やら学校への出

推進の参考とさせていただくこととしておりま

前授業に出向いておりますが、そうした折、皆

す。本誌では、引き続きまちそだて大使からの

さんにお話しておりますことの柱の一つが、今
の日本の社会を取り巻く『４つのキーワード』
であり、それらに対応するために必要な『６つ
の心構え』ということで、具体的には次のとお

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

以上、今回は遠藤勝裕大使からのご提言をご
希望職種

紹介いたしましたが、遠藤大使からは青森在住
『４つのキーワード』と『６つの心構え』

許認可申請他法律全般について

人材バンク

本中から人を呼び、日本に世界中から人を呼
ぶ、ということです」

石田隆章行政書士

助言、提案などを掲載していきます。

県単融資制度の説明会
青森県の平成21年度貸付制度説明会が下記日

●日

時

平成21年４月17日㈮
13：30〜15：00まで

●場

所

●説明内容

弘前商工会議所会館３階301
①県単特別保証融資制度
②設備資金貸付、設備貸与制度
③経営診断、経営相談
④日本政策金融公庫融資制度
⑤東京中小企業投資育成㈱の説明
⑥個別相談

●ご参加の方は、担当課までご連絡ください。
＜経営支援課＞

年齢 住所

職歴・経験等

1 事務・販売 20 31 弘前市 保育士

希望勤務地
間

学歴・免許・資格等 時

短大卒
弘前近郊
10年 普通免許AT限定 :
8 30〜
保育士
17:00
幼稚園教諭

製造
事務

高卒
弘前市
半年 普通免許AT限定
1年 Word・Excel 1級 8:00〜
17:00
医療事務2級

3 一般事務 15 30 弘前市 事務

高卒 普通免許
弘前近郊
8年 英検3級
不 問
簿記3級

4 歯科衛生士 17 34 弘前市 歯科業務

高卒
5年 普通免許AT限定 弘前市
不 問
歯科衛生士

2 事務・製造 12 21 弘前市

5

程で開催されます。各機関から直接、説明が聞
けるよい機会ですので、ぜひご参加ください。

希望
月収

事

務

事務補佐

14 28 弘前市 事務補佐

高卒
普通免許

運送
1年 高卒
自動車板金 1年 普通免許

6

運送業

13 25 弘前市

7

販

25 50 弘前市 販売

売

6年

28年

大卒
普通免許

県
不

内
問

弘前市

8:00〜
18:00
弘前市

8:00〜
17:00

自動車販売 3年 短大卒
弘前近郊
8 インスト 20 34 弘前市 自動車整備 5年 普通免許
9:00〜
ラクター
17:00
左官
3年 2級自動車整備士
9

電子回路設計 大卒
電子回路
20 26 藤崎町
設計
4年 普通免許

10 自動車整備 16 28 弘前市 製造

弘前市

8:30〜
17:30

高卒
弘前市
2年 普通免許
不 問
自動車整備3級

※希望月収…本人希望によるものです。

４
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平成 21 年４月 15 日

弘前かいぎしょ TODAY

古都ひろさき花火の集い開催！

議員長寿と還暦を祝う会
の方々に野澤武副会頭より記念品を贈呈、米寿

すっかりお馴染みとなった「古都ひろさき花

を迎えた鍛恒雄議員らがお礼のことばと今後の

火の集い」を今年も開催いたします。この花火

抱負などを述べました。

大会は弘前市民、企業、団体の協賛で開催して

なお、本祝う会は、平成４年に議員有志によ

います。元気な街“ひろさき”になるよう祈念

る「還暦の祝い」としてスタートして以来、今

し打ち上げる、超ド迫力の花火にどうぞご期待

年で第18回目の開催となりました。

ください！
■企業広告協賛

『米

寿』（１人）
鍛

『傘

恒雄
（キタエアップル㈱）

議員による「長寿と還暦を祝う会」が開催され

『還

場アナウンス・

徳弘
（㈱陸奥新報社）

招待観覧席等各

稀』（３人）

種特典あり！

清敏
（前田電子㈱）

■企業ＰＲ花

石澤誠一郎
（㈱石沢工業）

火・願掛け花火

竹内

募集中！

前田
通常議員総会の開催にあわせて、恒例の当所

ンフレット・会

寿』（１人）
下山

『古

募集中！当日パ

昭三
（㈱西村組）

暦』（８人）

企業ＰＲ花火：

ました。当日は、祝う会の開催に先立ち、正副

山本

会頭が立会いのもと当所会館において御祓いの

西澤

孝
（東奥信用金庫）

儀を執り行い、総会終了後には会場をホテルに

佐々木春雄
（㈱ユアテック弘前）

発

移して祝宴が開催されました。

波岸

願掛け花火：

20万円（スター

幸清
（つがる弘前農業協同組合）

マイン）限定５

正
（㈱ホテルニューキャッスル）

祝う会では、平成21年中にめでたく米寿、傘

一戸

利光
（丸勘建設㈱）

２万円（７号玉）限定10発

寿、古稀の長寿並びに還暦の節目を迎えられる

清藤

哲夫
（㈱弘前公益社）

■ボランティアスタッフ募集中！
！

議員13人（欠席４人）の方々を囲み、新戸部満

吉川

功一
（吉川建設㈱）

■お申し込み／お問い合わせ

男会頭の開宴の挨拶のあと、ご来賓の弘前市長

阿部

隆夫
（㈱シバタ医理科）

からお祝いのことばをいただき、菊池清二副会

ひろさき市民花火の集い実行委員会

※長寿は数え年、還暦は満年齢で計算

頭の乾杯の音頭で祝宴に入りました。

〔敬称略・生年月日順〕

また、席上では長寿並びに還暦を迎えた議員

（弘前商工会議所内

☎0172-33-4111）

■花火日程
⒈日時

平成21年６月20日㈯
19：30打ち揚げ開始

⒉会場
「もっと青森を知りたい」「生涯学習のテー
マにしたい」「おもてなしの質を高めたい」

・中級試験の受験については、初級試験合格

岩木川河川敷運動場

〜あおもり検定

者に限るものではありません。

「知識を仕事に生かしたい」等々の希望をお持

◎合格発表

ちの方々に青森県の歴史、文化、観光、自然な

◎申込方法

学習講座受講者募集〜

平成21年６月26日㈮

あおもり検定２年目となる今年は、より一層

ど多分野にわたる知識を確認し、あなたの青森

受験申込書に必要事項を記入の上、受験料を添

青森についての知識を深めていただくため、生

通を認定する検定試験です。

えてメディアイン城東店・紀伊國屋書店・弘

誕100年を迎え、青森県をあげて記念事業の実

青森を正しく理解し、青森の魅力を発信する

前商工会議所へお申込みください。なお、各

施が予定されている太宰治についての講演と、

とともに、次世代に語り継いでいくことを目的

所、営業時間・休業日が異なりますので事前

中級試験の例題を使用したミニ模擬試験で構成

としています。

にお問い合わせください。

する学習講座を開催します。

※詳しくは「あおもり検定ホームページ」を
◎試 験 名

◎日

時

初級・中級とも10:00〜11:30

◎場

所

弘前商工会議所会館２階大ホール

◎試験会場

弘前商工会議会館

◎講

師

弘前ペンクラブ会長

◎申込締切

平成21年５月７日㈭

◎受講料

・初級試験：一般3,000円

◎申込先

◎試験日時

◎受 験 料

第２回初級試験・第１回中級試験
平成21年５月31日㈰

・中級試験：一般4,000円

ご覧ください。http://www.acci.or.jp/kentei/

平成21年５月９日㈯
10:00〜12：30

＜情報調査課＞

齋藤三千政氏

無料

参加申込書に必要事項を記入のうえＦＡＸ、

※高校生以下は初級試験、中級試験ともに

メールにて下記宛にお送りください。

2,000円

「青森商工会議所・あおもり検定事務局」

◎受験資格
・学歴、年齢、国籍等の制限はありません。
・初級・中級試験は、同一日時のため両方を
受験することが出来ません。

Ｆ Ａ Ｘ：017-775-3567
Ｅメール：kentei＠acci.or.jp
※詳しくは「あおもり検定ホームページ」を
ご覧ください。http://www.acci.or.jp/kentei/

