ヘッドライン
◇「JGAPセミナー2009in津軽」開催…2面
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NO.625
〒 036-8567

８

青森県弘前市上鞘師町 18-1

弘前商工会議所
TEL 0172（33）4111

１部120円
送料込み

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

拍動！

〜史上最多82団体
幽玄なる競艶〜

「ヤーヤドー！」魂の叫びが心を揺さぶる…
津軽の夏の風物詩、弘前ねぷたまつりが８月
１日に開幕し、一週間にわたって観衆を熱狂の
渦に巻き込みました。
今年は、現在の運行形態になって以降、最多
となる82団体（うち、初陣５団体）が出陣。天
候に恵まれない日もありましたが、津軽衆のね
ぷたに懸ける情熱とパワーで、大盛況裏に会期
を終えました。

2
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失敗から学ぶ企業再生「全社一丸」とはいうものの

貸会場をご利用ください！

どの経済書をひも解いても、必ず出てくる

どまらない。はっきりいって、経営者は社員に

当所の貸会場は、机・椅子等のセッティン

言葉が「経営理念」である。それほど重要だと

死にもの狂いで働いてもらいたい。しかし、社

グ、後片付けは不要！（無料で行います）展示

いうことだろうが、私はいつも「中小企業は、

員のほうは楽をしたいに決まっている。その

会・セミナー・会議・試験など幅広い用途でお

そんなにこだわることはない」とアドバイスし

ギャップを埋めるのが経営理念であり、両者の

使いいただけます。また、会員の皆様には割引

ている。むろん不要という意味ではないが、経

視線が同じ方向に重なったとき、はじめて「全

価格をご用意しております。詳しくは、担当課

営理念というと大抵の経営者が身構え、こむ

社一丸」も実現する。

まで。

＜総務財政課＞

つかしく考えてしまうからである。その結果、

本来、経営者も社員も、会社という同じ船に

「社会貢献」「顧客満足」「良き企業市民」な

乗った運命共同体である。例えば、食品偽装の

どの、いずれも立派だが血の通わないただのス

例のように、消費者の支持を失えばたちまち利

ＧＡＰとはGood Agricultural Practiceの略称

ローガンが出来上がってしまう。

「JGAP セミナー 2009in 津軽」開催

益も給料も、会社自体さえもふっとぶ。経営理

で「農業生産工程管理」を目的としたもので

中小企業の経営理念は徹頭徹尾、社長の手づ

念はそこの基本をしっかり押さえた上で、社員

す。
ＨＡＣＣＰやＩＳＯの農業版であり、
まじめ

くりでなければならない、というのが私の持論

の士気、意欲、働きがい、働く喜びを引き出す

にしっかり管理された農場から、消費者や企業

である。自社の体質に合った、しかも社員の行

ものでなければならない。大企業に比べて人材

に信頼される農産物を流通する考え方です。

動に反映されやすい理念をつくればいい。それ

の手薄な中小企業こそ、社員のモチベーション

（第三者認証システム）

ほど難しいことではあるまい。例えば、人間は

を高める経営理念をつくる必要があろう。

日

時

平成21年８月28日㈮13：30〜16：30

誰しも夢や目的を持って生きている。その実現

場

所

田舎館村文化会館（田舎館村役場内）

のために努力している。企業とて同じこと、事

参加費

無料

業で何かを実現したいがゆえの経営であろう。

演

⑴ＪＧＡＰ農場は信頼できる農場の目

題

※定員300名

印

ならば、その実現したい何かを理念とすればい
いのである。

⑵台湾向け青森県産りんごの残留農薬
問題とＪＧＡＰを活用した対策

とかく経営者は「全社一丸」という言葉が好

⑶ＪＧＡＰと農商工連携について

きだが、これは非常に難しい。経営者と社員で
は、視線の方向がまるで違うからである。それ

お問い合わせ、お申込みは㈱櫛引商店へ

は、給料を支払う側と受け取る側の違いにと

弘前市和徳町269

― 女性会連合会総会
平成21年度青森県商工会議所女性会連合会総

TEL0172-36-7171

弘前大会 ―

Ｅ-ＭＡＩＬ

懇親の輪を広めました。

k.kushibiki@basil.ocn.ne.jp

議員

会弘前大会が６月24日㈬、フォルトーナで開催
され、県内７女性会から、106名の会員が出席

FAX0172-32-9533

新しい議員さんです

議員の職務執行者変更届が出されましたの

しました。総会では元木篤子県連会長（青森女

で、お知らせいたします。（敬称略）

性会会長）が「県内女性会会員一同は
『凛と信』
㈱角弘弘前支店

を持って連帯し、この厳しい地域経済の中では
ありますが、女性ならではの感性、柔軟な想像

支 店 長

力で地域商工業の発展に努力しましょう」と挨

蒔田

拶がありました。
引き続き審議案件の平成20年度事業報告並び
に収支決算、平成21年度事業計画案並びに収支
予算案が承認されました。また、任期満了に伴
う役員改選では元木会長が二期目の会長として
再任されました。総会終了後は弘前大学名誉教
授今充先生より「健やかに活力のある生き方」
と題しての講演会、県知事をはじめご来賓をお

ただいま当女性会では、会員を募集してお
ります。当商工会議所会員で、女性経営者ま
た経営に従事している方等、ぜひご加入くだ

事 業 所 名

＜経営支援課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,578 件 ( 特別会員含む）
代表者名

住

東北自動車道
インター乗降車数

さい。お問い合わせは担当課まで。

招きしての懇親会がおこなわれ、県内会員との

新入会員紹介

清彦

所

営 業 内 容

㈲弘髙建築

髙橋みつ子

新町200

建築工事業

ひかり冷凍空調

舘山

光春

国吉坂本109−1

冷媒配管、
冷媒機器販売・修理・メンテナンス

おやつショップさいとう

齊藤

清弘

悪戸中野140−8

タイ焼き、
イカ焼き販売

㈱ＫＡＮＡＭＯＲＩ

石岡

正秋

土手町165

呉服、
宝飾、
贈答品販売

㈱日本政策金融公庫弘前支店
国民生活事業

佐藤

勝也

上鞘師町18−1

政策金融業

ラウンジ温

遅沢

静子

新鍛冶町96−6

スナック

ちひろ㈱

大藪智恵子

土手町126

宝飾、
洋品販売

大鰐弘前 平成20年7月
料 金 所 平成21年7月
黒
石 平成20年7月
料 金 所 平成21年7月

乗り口

降り口

47,707台

49,407台

55,587台

56,931台

39,150台

40,292台

43,740台

44,005台

商工会議所会館
貸会場を
ご利用ください！
詳しくは総務財政課まで
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中国大連ビジネス商談会
参加企業の募集について

商工会議所提携ローンのご案内

そうだんしょ

TODAY

■日時・場所 平成21年11月２日、３日
（青森空港１日発、５日着の
「青森・大連友好の翼」を活用）
■申込締切
平成21年９月２日㈬
■お問合せ・申込み
青森県国際交流推進課 菊池、葛西
TEL017-734-9730 FAX017-734-8119
kokusaikoryusuishin@pref.aomori.lg.jp

この制度は、当所会員が提携金融機関の該当す
る融資を利用するときに特典を受けられる制度
です。メリットを活用しましょう！

提携金融機関と該当する融資制度と特典
【青森銀行】あおぎんスピードローン

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

事務取扱手数料が通常31,500円のところ、

買い物が

ます
楽しくなり

!!

弘前地域販売促進活動支援事業

今年度、弘前市は市民の皆様にとって
「お得」

【みちのく銀行】ふるさと応援団
1

貸付金利が0.25％引き下げに！

金を交付することとなりました。この事業は、

【秋田銀行】夢エール（ゆめーる）

市が緊急経済対策のひとつとして行うもので、

事務取扱手数料が、通常融資金額の0.525％

販売促進活動を支援することにより消費を喚起

のところ、0.315％に！（いずれも税込）

この事業で助成を受けた各団体により、福引
きや抽選会等の販売促進イベントが展開される

【商工中金】
貸付金利が一律0.1％引き下げに！
【東京三菱ＵＦＪ】ビジネスローン「融活力」

こととなります。今後、各団体がどのような販

通常10,500円の事務取扱手数料が無料！

促イベントを企画するか楽しみです。

さらに貸付金利を年0.25％優遇 !!

＜助成決定した８月から開始の販促イベント＞

◆申込条件

会費納入済みの会員であること

ご利用にあたっては、当所で発行する提携ロ

○土手町商店街振興組合連合会
「Ｄｏスタンプ金券プレゼント」

ーン専用会員証明書を添えて金融機関にお申し

８月14日から８月20日までの期間中、Ｄｏス

込みください。

タンプ加盟店でのお買い上げレシート合計１万

※重要

円に付き５００円のＤｏスタンプ商品券をプレ

す。また、会員証明書は融資の実行をお約束す

ゼント!!

るものではなく、金融機関の審査によってはご

○弘前駅前商店街振興組合

希望に添えない場合がございます。

８月23日から10月５日までの期間中、ＪＲ弘
前駅前地区の参加店舗において、千円以上のお
買い物で１スタンプ押印。10スタンプ（10店舗）
集めると、豪華景品の当たる抽選会に参加でき
ます（10月31日実施予定）。８月23日開催の駅
前サマーフェスタにおいて、告知イベントを行
います。
事業実施団体も募集中!!
当事業では、販売促進イベントを実施する団
体を募集しております。
対象事業

地元小売・サービス事業者等で構成

される団体が取り組む販売促進事業で、今年度
中に開催される事業で、今年度中に実施するも
の。
対象団体
①商店街振興組合や事業協同組合等の団体
②10者以上で構成され、且つその1/2以上が
弘前市に本店を置く事業者で構成された、
これまで相応の活動実績を有する任意の団
体
補助額

上限90万円（対象経費の90%補助）

詳細は下記までお問い合せください。
弘前地域販売促進活動支援事業
実行委員会事務局担当

＜まちそだて課＞

地域経済セミナー

青森県の経済産業事情の真実！

何が所得格差をもたらしたか
福士

隆三氏（青森公立大学経済学部教授）講演

■9月4日㈮
■場所

午後2時〜

弘前商工会議所301会議室

金融機関ごとに申し込み条件がありま

問い合わせは担当課へ。

「駅ブラスタンプラリー」

お申し込みは、
経営支援課まで

販

売

パワーアップ3000、事業者サポート5000

な販売促進事業に取り組む市内各団体に、助成

することを目的としております。

希望職種

貸付金利が一律0.2％引き下げに！
【東奥信用金庫】

〈経営支援課〉

希望
月収

年齢 住所

⒉積立不足の原因
退職金問題で一番多いのが、規程もあり、社外積立もしている
が、経営者の知らないうちに「多額の積立て不足」が発生して

職歴・経験等

配管工

25 48 弘前市 配管

希望勤務地
時
間

弘前及び近郊
9:00〜
21:00

准看護学校

2 准看護師 15 22 弘前市 看護
3

学歴・免許・資格等

販売
11年
高卒
17 36 弘前市 縫製（裁断）3年 普通免許
経理
3年
1年 准看護師免許

弘前市
不 問

高卒
普通免許

弘前及び近郊
8:00〜
17:00

危険物乙種

24年

4

高卒 普通免許
弘前及び近郊
掘削機械運転 大型免許 車両系
掘削機械
:
20 50 弘前市
1年 小型移動式クレーン 8 00〜
運転工
17:00

5

その他の
18 31 弘前市 製麺
労務

13年

高卒 普通免許
情報処理検定
簿記検定3級
製麺技能士

弘前市
8:00〜
17:00

インターネット販売・企画 7年 高卒 普通免許 弘前及び近郊

6 一般事務 20 28 弘前市 デジカメ製造 1年 エクセル、

ワード2級

9:00〜
17:00

7 医療事務 11 24 弘前市 歯科助手・受付
2年

短大卒 普通免許
簿記検定2級
ワープロ検定1級
医療事務士1級

弘前及び近郊
8:30〜
20:00

8 一般事務 15 24 弘前市 遊技場

1年

大卒 普通免許
精神保健福祉士
社会福祉主事
養護学校教員1種免許

弘前市
不 問

5年

専修校卒 普通免許
介護福祉士 英検3級
ワープロ2級
ホームヘルパー2級

弘前及び近郊
不 問

高卒 普通免許
准看護士
エクセル3級
ワード2級

弘前市
8:30〜
16:00

レストランホール全般 1年

9

飲食物
給仕

15 25 弘前市 介護

10

看

病院外来 2年
12 30 弘前市 デーサービス 1年
老健施設 2年

護

※希望月収…本人希望によるものです。

ご存知ですか？｜退職金の積立不足｜
退職金の積立不足は、「労働債務」として、年々膨れ上がり、
放置していると資金繰りを圧迫しかねません。これは、経営の根
幹に関わる問題であり、退職金規定で定めている以上、その積立
不足は早い対処が必要です。
⒈課題を整理しましょう！
全国の商工会議所会員事業所の傾向として
①従業員の構成（人の問題）
今までは………………
⇒定年退職者が少ない
これからは……………
⇒定年退職者が増加する
②準備方法の問題
退職給与引当金（社内）
⇒帳簿上圧迫の問題
適格退職年金（社外）
⇒積立て不足の問題
規程
⇒退職金規定と準備済額の差額の問題
③事業継承の問題
後継者に「ベテラン社員の多額の退職金問題」も継承して
しまう

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

人材バンク

21,000円に！

弘前でのお

３

その１

いるケースです。これは、生命保険会社等と契約して退職金規
定をもとに「適格退職年金」で外部に積立した場合に多く、契
約当時の利率と現在の利率で積立額に大きな差ができているこ
とが原因です。（※適格退職年金は平成24年３月末で廃止）
念のために、今現在、従業員が全員退職した場合の退職金の総
額と、社外積立している積立額とを比較してみることをお奨め
します。
⒊事例を見てみましょう
制度導入時は1,000万円積立てられる計算で設計した退職金制
度が金利の低下により、何と660万円の積不足が生じている事
例です。勿論、この▲660万円は「企業」が負担するべき金額
です。

年利5.5％
のときは
約1000万円

積立期間40年、
月額6,000円で1,000万円
積み立てられるはずが…

積立不足
約660万円

5％
0.7
年利 なると 約340万円
に

企
業
が
負
担
！
掛金の
大幅な
引上げ！

次号で、課題の対応策を考えてみましょう。〈総務財政課〉

４
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ファッション甲 子 園 開 催 間 近 ！

新入会員をご紹介ください！

８月23日㈰10:00〜16:00

８月23日㈰午後１時より、弘前市民会館にお

ただいま、弘前商工会議所会員増強キャン

いて第９回全国高等学校ファッションデザイン

＜アパレルセミナー＞

選手権大会（ファッション甲子園2009）が開催

『縫製工場管理者セミナー』

されます。

内容：生産管理の基礎（応用編など参考事例を

ど、経営に関する様々なご相談をお受けするほ

交えて）

か、福利厚生や各種共済制度についても取り

の中から、一次審査を通過した41チームが公開

日時：８月22日㈯13:00〜15:00

扱っております。

ファッションショー形式の最終審査会に挑みま

対象：アパレル工場管理者及び従事者

す。

『エコスーツと副資材（第76回イタリアピッ

介ください！職員がお伺いして、詳しくご説明

ティウォモリポート）』

いたします。

全国から応募のあった3,783点のデザイン画

また、
今大会のアトラクションは、
青森県美容

ペーンを実施中です。
当所では、事業資金や労務管理、税務申告な

ご関心のある方がおられましたら、ぜひご紹

業生活衛生同業組合弘前支部によるヘアショー

内容：世界中からバイヤー（買い手）が集まる

「ファッション×ヘア＝キラリ★」です。

イタリアフィレンツェで年２回行われる世界

『トータルファッションは洋服だけではなく、

最大級のメンズファッション展示会のリポート

ヘアやメイクが融合されてなされるもの』出演

を通じて、現在注目されている「エコスーツ」

する一般モデルがどのように変身し、ステージ

「副資材」について紹介するセミナー

2009、2009津軽の食と産業まつり、The津軽三

を飾るのか楽しみです。

日時：８月22日㈯15:30〜17:00

味線2009にご協賛いただいた方、ならびに事業

対象：一般

所の皆様、ご協力ありがとうございました。

本年度は、来場者の皆さんも審査に参加出来
る企画や、ゲスト審査員「ガッツダイナマイト

＜ファッション甲子園協賛チャリティー＞

キャバレーズ」の東京コレクション出展作品の

金額に関わらず、ファッション甲子園へ協賛募

洋服の実物展示など、内容も充実しています。

金していただいた方に、表・裏地のハギレ、ボ

入場券は下記販売所にて好評発売中です。
（全席自由一律500円：売切次第終了）

タン、ミシン糸等をプレゼントいたします。
日時：８月22日㈯10:00〜17:00

【チケット販売所】

当所主催イベントへの
ご協賛ありがとうございます
このたび、当所実施のファッション甲子園

【協賛企業・個人協賛のご氏名】
（順不同・敬称略）
マルエス自工㈱、㈱菊池薬店、菊池清二、東和
電材㈱弘前営業所、㈱南建設、㈱青南商事、㈱
山武、青森三菱電機機器販売㈱弘前支店、さく

８月23日㈰10:00〜12:00

＜弘前市＞弘前商工会議所・Ｄｏスタンプ事務

百石町夜店まつりファッションショー開催

局（ルネスアベニュー２階）・弘前市まちなか

７月24日の百石町夜店まつりにおいて、恒例

情報センター・上土手スクエア・宮脇書店弘前

となったストリートファッションショーが開催

店・メディアイン城東店・さくら野百貨店弘前

されました。学校法人白銀学園サンモードス

店・弘前市立観光館

クールオブデザインの学生26名が制作・モデル

＜青森市＞成田本店しんまち店・サンロード青

をトータルで務め、４テーマ34作品の作品を発

森

表し、ファッション甲子園のＰＲに一役買いま

＜八戸市＞チーノはちのへ

した。

ら野東北㈱弘前店、㈱大伸管工業所、㈱光美容
化学、山勝商店、㈲大湯石材店、三笠屋餅店、
津軽警備保障㈱、マックスバリュ東北㈱、かさ
い家具㈱、富士建設㈱、くどうかんばん、㈱石
沢工業、弘前国際ホテル、㈱角弘弘前支店、瓜
田建設、㈱かさい製菓、㈱ユアテック弘前営業
所、弘前りんご商業協同組合、㈱日専連ホール
ディングス、東北電力㈱弘前営業所、弘南観光
開発㈱、㈱三喜屋、㈱みちのく銀行、青森朝日

ファッション甲子園関連イベントも開催！
！

放送㈱弘前支社、㈱弘前公益社、前田電子㈱、

ファッション甲子園では、アパレル産業の振
興にも力を入れており、青森県アパレル工業会

㈱中央殖産、吉川建設㈱、青い花のスウィート

が、大会に併せ弘前市民会館管理棟において、

ポテト、㈱青森銀行、㈱ラグノオささき、ふじ

下記のイベントを展開します。全て入場無料と

た歯科

なっていますので、是非ご来場ください。

※７月号掲載文以降、８月６日現在

＜コンピューターデザインシステム展示会＞
内容：ＣＡＤ等のアパレル関連最新機器の展

【ファッション甲子園関連問い合わせ先】

示・デモンストレーション

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

日時：８月22日㈯10:00〜17:00

〈まちそだて課〉

会議所共済映画鑑賞会
〝夜の博物館ってどうなっ
ているんだろう〟想像力を
かきたてるテーマを見事に

The 津軽三味線 2009

12月12日開催決定
日

会

映 画 化 し て 世 界 中 で No.1
大ヒットとなった前作から

時／平成21年12月12日㈯
昼の部

開演14：00〜

夜の部

開演17：30〜

２年。今度は「もっともっ
と動きだす！」
当所恒例となった、弘前

場／弘前市民会館大ホール

商工会議所共済制度加入者対象の映画鑑賞会の

入場料／前売券1,000円（税込）※全席指定
当日券1,200円（税込）

〃

※前売券は９月中旬頃発売予定
The津軽三味線2009は、津軽三味線の大合奏

出

演／ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

お知らせです。詳細は次のとおり。
●上映日

平成 21 年９月３日㈭

●場

ワーナーマイカルシネマズ弘前

所

●上映作品『ナイトミュージアム２』

をメインに、民謡や手踊りも織り込みながら繰

【The津軽三味線2009関連問い合わせ先】

現在、弘前商工会議所共済制度にご加入され

り広げられ、本場ならではの迫力と感動を体験

The津軽三味線2009実行委員会事務局担当

ている方は、担当推進員までお申し込みくださ

できる魅力満載のステージイベントです。

＜情報調査課＞

い。

＜総務財政課＞

