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謹
年頭のご挨拶

ご 挨 拶

「新しい時代に即応した
商工会議所であるために」
会頭
平成22年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上
げます。
わが国経済は、一昨年秋の米国金融危機に端
を発した世界同時不況が最悪期を脱しつつある

新戸部

満男

年の12月に迫った東北新幹線新青森駅開業に向
けた「弘前感交劇場」の内容充実による関係事
業を積極的に推進していくことといたしており
ます。

弘前市長

相馬

一

平成22年の新春を迎え、弘前商工会議所会員
の皆様に、
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
一昨年の世界的な経済不況のあおりを受け
て、国内においても個人消費や設備投資が低調

中、徐々に持ち直してきてはいるものの自律性

さらには、当商工会議所として今後より一層

に推移する中、地域経済が停滞し、地場産業や

に乏しく、特に中小企業や地域経済はいまだ極

の地域の振興と発展を図っていくためにも、昨

中小企業を取り巻く経営環境は、依然として厳

めて厳しい状況が続いています。

年度新たに創設した「弘前まちそだて大使制

しい状況にあるものと拝察しております。

こうした中、昨年わが国は、十数年ぶりの政

度」を大いに活用、これまでに任命大使からい

このような厳しい経済情勢を踏まえ、市と

権交代という大きな変革を決断しており、国民

ただいた貴重な助言、提案等を基にしての持続

いたしましても、昨年の１月に設置した「弘前

が政権交代を求めた根底にあるものは、社会

可能なより実効性のある事業展開を目指してい

市総合緊急経済対策本部」において、全庁的に

の閉塞感や将来への危機感であります。日本商

きたいと考えております。

経済・雇用対策に取り組んでいるほか、小売・

工会議所では新政権誕生後すぐに鳩山政権に

私たち商工会議所は、地域総合経済団体とし

サービス業者自らが自発的に取り組み消費者の

対し、喫緊の課題である景気・雇用対策につい

て、激変する環境の変化に的確に対応できる組

購買を高め、他業種への波及効果が図られるよ

て、内外需一体の経済成長を実現する施策の実

織として、今こそ新しい時代に即応した存在感

う、「弘前地域販売促進活動支援事業」を創設

行を要望、将来展望が開け活気に満ちた社会の

のある「頼りになる商工会議所」「なくてはな

し、弘前商工会議所をはじめ関係団体と連携し

構築に向けて、これからの国の姿をしっかり示

らない商工会議所」であり続けるよう全力で取

ながら、支援を行っているところであります。

すよう求めたところであります。当商工会議所

り組んでまいります。そして、かつて経験した

また、本年12月の東北新幹線新青森駅開業

といたしましても、地域経済における疲弊感を

ことのない現下の直面する難局を乗り越えるた

や、来年に迫った弘前城築城四百年を本市ＰＲ

早期に払拭するためにも、金融対策をはじめと

めにも、現状をしっかりと見据えながら役職員

の好機ととらえ、商工業及び観光振興に対応し

する諸施策の普及と推進を図るなど、引き続き

一丸となって課題解決に向けての明確なビジョ

た施策を関係団体と共に積極的に展開し、地域

中小企業者に対するきめ細かい経営支援活動に

ンを共有、会員各位とともに活力あふれる明る

の活性化につなげて参りたいと考えております。

全力を挙げて取り組んでいく所存であります。

い未来の実現に向かって邁進してまいりますの

貴商工会議所の皆様におかれましては、これ

また、今後の事業展開につきましては、弘前

で、皆様方のより一層のご指導、ご鞭撻をお願

からも当市経済界のリーダー役として、商工業

い申し上げます。

界の振興と活力ある地域社会のため、ご尽力を

市中心市街地活性化協議会を核としての中心市
街地活性化のための諸事業の推進をはじめ、Ｊ

本年が皆様方にとりまして最良の年となりま

ＡＰＡＮブランド育成支援事業等による地域資

すことを祈念申し上げ、新年のご挨拶といたし

源を活かした販路拡大や地域ブランド力の育成

ます。

に関するさらなる取り組みの強化、いよいよ今

賜りますようお願い申し上げます。
終わりに、弘前商工会議所並びに会員の皆様
にとりまして幸多き年となりますことを祈念申
しあげまして、新春のご挨拶といたします。
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2010年
新春座談会

にあたって
新春座談会出席者（順不同・敬称略）
〈ゲスト〉

㈳青森県観光連盟

専務理事

九戸

眞樹氏

弘前生まれ。青森県東京事務所長、中南地域県民
局長、青森県商工労働部長等を歴任。退職後、㈳
青森県観光連盟専務理事に就任。「青森県のコー
ディネーター」として活躍中。

東日本旅客鉄道㈱秋田支社

弘前駅長
大嶋 公一氏

1978年日本国有鉄道入社。秋田支社雇用推進室
長、大館駅長等歴任後、2008年弘前駅長に就任。
「東北新幹線全線開業に向けてムードを盛り上げ
ていきたい」と意欲を燃やす。
〈企画・進行〉弘前商工会議所広報委員会
委

写真提供︰陸奥新報社
工藤委員長（司会）： 新年あけましておめで

が高まっていないのでは」という見方もあるよ

とうございます。本日は、いよいよ目前に迫っ

うですが、報道で県内各地の動きを見れば、地

た「東北新幹線全線開業」をテーマに、青森県

域の中で様々な掘り起こしをしてきており、地

観光連盟から専務理事の九戸眞樹様、そしてＪ

域のお宝が少しずつ見えてきている段階なのか

Ｒ東日本から弘前駅長の大嶋公一様をゲストに

と思います。

お招きして、お話を伺って参ります。お二方、
よろしくお願いいたします。

員

長

工藤

武重

副委員長

三浦

正彦

副委員長

木村

義昭

委

員

小山

悟

委

員

小笠原

潤

委

員

阿保

委

員

葛西キミヱ

委

員

阿部勢津子

担当副会頭

新幹線が開業すると、すぐに冬です。今まで

菊池

秀樹

清二

観光面において、冬季が弱いと言われてきたと

さんのお客様に来ていただくために、今年の5

ころですが、ここ数年は県も冬季観光に力を入

月には全国宣伝販売促進会議を開催します。青

れており、今年の冬は「どんなフユ？ワンダフ

森に来ていただくための商品を造成して、皆

ユ！」というキャンペーンが始まっています。

さんにお披露目する会議です。これには全国の

司会：県民の悲願であった新幹線開業でありま

タイアップ番組の制作やＪＲの車内スポットな

旅行関係者、県内自治体の方、観光業者の方な

す。移動の利便性向上はもちろんのこと、観

ど、誘客宣伝のための様々な取り組みをしてい

ど、総勢700名が集まります。その中で、青森

光、ビジネス等多方面にメリットがもたらされ

ます。

の新しい所、楽しい所を商品として皆様に提示

開業に向けた取り組み

ることが予想されています。

また、１月には青森が東京へ乗り込み、原宿

する。青森県にどんなものがあり、どういう楽

開業まで１年を切り、全国へ向けての誘客活

をジャックしてＰＲする「とことん青森」とい

しみ方ができるかをご提案する場になっていま

動も盛んになってきております。はじめに、観

うイベントもあります。ねぶたを運行したり、

す。

光面での取り組みについて、ゲストの九戸様に

青森の食材を持ち込んだりして、とことん、青

まずはこの冬の観光での取り組みと、デス

お伺いいたします。

森を楽しんでいただこうという狙いです。他に

ティネーションキャンペーンの概要をご紹介い

九戸：新幹線がいよいよ今年の12月に開業にな

も「あったか青森プレゼントキャンペーン」と

たしました。

いう宿泊券や県産品が当たるキャンペーンなど

司会：ありがとうございました。それでは大嶋

も行っております。

様、今まさに実施中のプレキャンペーンではど

新幹線が来て一冬明けてからは、ＪＲ６社

ゲスト・九戸

眞樹氏

ります。「ようやく来た」というのが皆様の偽
らざる気持ちだと思います。「そのわりに機運

のような取り組みをなさっているのでしょう

と青森県とで「青森デスティネーションキャン

か。

ペーン」という全国最大規模の集客企画を行い

大嶋：それでは、東北新幹線新青森駅開業プレ

ます。今まで秋田、岩手と北東北三県として合

キャンペーンで私どもが取り組んでいる内容に

同で実施したことはありますが、青森県が単独

ついてお話させていただきます。

で行うのは初となります。期間は平成23年の

今、九戸様からお話があったとおり、開業時

４月23日から７月22日までで、桜の開花からね

期が冬になりますので、プレキャンペーンでは

ぶた前に助走をつけて、ねぶた本番でドッとい

首都圏などで青森県の冬のイメージアップと知

こうという狙いです。

名度向上を図ることを狙いとしています。

このデスティネーションキャンペーンでたく

青森県、青森県観光連盟、そしてＪＲ東日本
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にお客様をお待たせしないで新幹線からのア
クセス輸送を行うかということです。新青森駅
については、お客様がスムーズに乗換えできる
よう検討しているのですが、残念ながらまだ新
幹線のダイヤが具体的に決まっておりませんの
で、現段階ではっきりしたことは申し上げられ
ない状況です。
小笠原：弘前行きの接続列車については、新青
ゲスト・大嶋

公一氏

三浦

正彦副委員長

がタイアップし、首都圏等の各駅には青森県等

力を働かせなければいけません。新幹線が通

で作成した大型ポスター、キャンペーンガイド

れば、車両１台に何人で、何両編成で、それが

ブックを掲出しているほか、ＪＲ東日本で作成

１日に何台来るか。新青森駅に降りる人は何

したポスター、キャンペーン専用パンフレット

人か。そこから方々へ振り分けられるとして、

もお客様の目に着くところに掲出しています。

弘前に来る人は何人。恐らく、かつてない人の

もちろん自社で発行する雑誌や会員誌等を活用

量、物の量になると思います。今までとは桁が

し、積極的なＰＲを行っています。

小笠原

また、中央線や京浜東北線のトレインチャン

潤委員

違うと思います。
とにかく人がたくさん来て、いくら準備して

ネルという車内モニターに、青森県の温泉や

森到着の全ての列車に接続するというのは間違

も物が足りなくなると思います。旅行業者にい

食、冬の祭りなどを紹介するスポットＣＭを流

いないのでしょうか。

ろいろな商品を作っていただき、送客するわけ

して青森県の魅力をアピールしているところで

大嶋：単線区間で、列車の行き違える容量の制

ですから、来ないわけがないのです。今からホ

す。

限はありますが、その中でできるだけお待たせ

テルの内装に少し手を入れるとか、生産ライン

期間中には青森県内でも、様々なイベントを

しないで接続できるよう検討して参ります。た

を増やさないまでも人員配置を考えるとか、も

企画しています。津軽地域ですと、「リゾート

だ、新幹線が到着してたとえば何分以内に全て

う備えをしていないと遅いと思います。

しらかみ」の増便や雪見列車の運行なども計画

を接続するというのは、列車運行上難しいと思

しています。

います。

が、攻めることを考えていく必要もあると思い

小笠原：当然函館に接続する列車もあるわけで

ます。聞くところによると、盛岡あたりの各種

議所や地域の皆様と連携を図りながら、多くの

すよね。

学校が、学生確保のため攻め込んできているそ

お客様にお越しいただいて、さらにそのお客様

大嶋：特急「白鳥」は現在、函館〜青森間を運

うです。バスにも「○○スクール」などの広告

に再び来ていただくための取り組みはどうある

転していますので、新青森でアクセスというこ

がよく見られます。それはもう青森にある分野

べきかを皆様と一緒に考え、この津軽地域の活

とは検討されていると思います。

ではないですか。逆に青森だって盛岡まで攻め

性化のためにお役に立てればと思っています。

小笠原：それで新青森から函館まで行くので

ていけるということです。攻め込まれることだ

しょうけれど、それが弘前や大館まで延伸する

けを心配しているのですが、新幹線が通ること

可能性はあるのでしょうか。

によって、ビジネスで優位になる面もあるわけ

開業まで１年を切りました。引き続き商工会

新駅と弘前とのアクセス

今、青函ツインシティとよく言われており、

それから、来ることばかりを考えがちです

ですから、外に攻め込んでいくことも戦略とし

司会：大嶋様、青森新幹線は全席指定と伺って

実際、弘前と函館はすごく似ているところがあ

てもっと考えていけばいいと思います。

おります。一部自由席を取り入れるという考え

ります。その共通性を考えると、函館と弘前を

司会：観光をビジネスにつなげていくという部

はないのでしょうか。

両方回りたいという需要が結構あるような気が

分では、もっと積極的に動く必要があると思い

大嶋：私どもの方針としては、基本的に「はや

しています。観光コンベンション協会では函館

ます。そのあたりについて、阿部委員なにかご

て」「こまち」は全車指定席です。これは、Ｊ

と連携した観光振興も考えており、直通列車が

意見はありませんか。

Ｒ東日本管内の新幹線については観光のお客様

あると非常に便利なのですが。

阿部：2015年には函館新幹線が開業になります

が多いためです。観光のお客様のニーズは、や

大嶋：ＪＲ他社に関わることであると同時に、

はり着席しての旅行ですので、全車指定席に踏

先程申し上げた接続の問題があり、難しいので

み切ったという経緯があります。

はないかと感じます。

今、輸送力は高い水準で備えておりますの

気になる経済効果は？

で、事前にお申し込みいただければ指定席に座
れないということはまずありません。それに
加え、高齢者の方の旅行ニーズの高まりも考慮

司会：ここからは、本日お集まりの当所広報委

し、安心してご旅行いただくために全車指定席

員から、ゲストの皆様に質問をしながら進めて

としております。恐らくこの考え方は踏襲され

参ります。はじめに三浦副委員長、お願いしま

ていくと思いますので、一部自由席を取り入れ

す。

るという考えは現時点ではありません。

三浦：私は自営業者ですので、新幹線開業がビ

ので、その間に魅力的な街だと感じてもらえな

司会：新幹線の開業後、新青森駅と弘前駅との

ジネス面にどのような影響を与えるのか、非常

くては、ただの通過駅になってしまう恐れがあ

アクセスについては、これまで以上に便利にな

に気になっております。青森県、そして弘前は

ります。九戸様の「攻め」という言葉がありま

るのでしょうか。

どのように変わっていくのでしょうか。

したが、市民はまだのんきに構えている印象を

大嶋：私どもが現在検討していることは、いか

九戸：観光をベースにして考えると、まず想像

受けます。今こそ官民一体となり、5年の間に

阿部勢津子委員
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魅力的な街をつくっていかなくてはいけないと

り組みをしているのでしょうか。

司会：この辺で木村副委員長からもお話をうか

感じています。

小笠原：早めの対応という点で言うと、私ども

がいましょう。

司会：大嶋様、いかがですか。

では、ホスピタリティ向上を目指して「津軽ひ

木村：先程九戸様の、「弘前の一人勝ちになる

大嶋：これからの少子高齢化時代には、観光で

ろさき検定」を実施しており、今年で3回目に

交流人口を増やして、消費拡大につなげていく

なります。九戸様から「掘り起こし」のお話が

ことが大事だと思っています。前原国土交通大

ありましたが、私どもでは検定を通して地域資

臣も経団連との会談で、成長戦略として一番手

源にスポットを当てることで、微力ではありま

が観光だとおっしゃっています。比較的お金を

すがそのお手伝いをしてきたつもりです。

かけずに多くの消費拡大が見込める一番有効な
手段が観光であると思っています。

主な観光施設については、まだもう少し、
という印象です。一生懸命やっていらっしゃる

旅行消費では、宿泊費、お土産代などが地

方、まだピンときていない方、「五分五分か

域に落ちていきますし、旅館・ホテル業、飲食

な」と捉えています。開業まで１年を切りまし

業、あるいは私どもを含めた運輸業の皆様にも

た。約１年で半分くらいの方が、どの程度進展

相当の波及効果があるでしょう。さらに、農林

していけるのか。私どもも一緒になって、準備

のではないか」という言葉がありましたが、私

水産業とか製造業に関わる方まで波及していく

を進めていければと考えております。

もそうなるだろうと思います。弘前城址や堀江

ことになると思います。

木村

義昭委員

司会：京都あたりのタクシーへ乗ると、「時間

佐吉の木造建築など、一日では回りきれないほ

2007年度の国内旅行の消費額が23兆５千億円

があるのでしたら、こっちのお寺、あっちの神

どのものが弘前にはありますから、観光客に

と言われています。新幹線が青森まで来たら、

社も見てみませんか」と言われます。これは弘

は、ぜひ弘前に宿泊していただきたいと思って

このパイの奪い合いになるでしょう。そこで一

前でもできることなのではないでしょうか。た

おります。

番大事なのは、地域の皆様一人ひとりが、青森

とえば、リンゴ園の木の下で写真を撮るだけで

また、青森県は海に囲まれ、自然にも恵ま

県の良さを多くの方に知ってもらうために、ど

も、県外からのお客様は喜んでくださるので

れ、良い食材が豊富にあります。それらを生か

うやって情報発信していくかということだと思

す。そして、農家の人と話をしてリンゴを販売

した弘前の食を考えた時、格好をつける必要は

います。一番良いのは、地元の皆様が本当に誇

するというような、なにげない観光資源はまだ

ないと思うのです。今話題になっているB級グ

れるものを自ら探すことに尽きると思います。

まだあると思います。

ルメでも十分だと思います。

自分たちが誇れるものは、観光のお客様にも支

八戸開業時には駅前で「津軽煎餅」を売った

九戸：今、中南地域県民局の地域支援室ではた

持していただけるはずです。地域ごとの掘り

という小山委員、新青森開業に向けてはいかが

くさんの観光コースを考えております。その中

起こし、今あるもののブラッシュアップをぜひ

でしょうか。

には、いまお話があった堀江佐吉の建築物を回

やっていただきたいと思います。

小山：私どもは小売業ですから、できるだけ多

るコースもありますし、弘前には、これまた世

司会：九戸様いかがですか。

界に誇る建築家である前川國男の建築物がまと

九戸：津軽の人は遠慮がちに「なんもいいもの

まってありますので、それらを回るコースもあ

ねぇね（なにもいいものがないよ）」と言うの

ります。

ですが、我が県、我が街をもっと誇り、もっと

司会： かさい製菓の葛西委員、弘前独自のお

自慢していいと思います。函館新幹線開業まで

菓子などどうでしょう。お菓子づくりで何か取

の5年間はまさに「青森新幹線」なのです。そ

り組みはありませんか。

の間に、もっと青森の良さを自らが認識し、そ

葛西：弘前というと、当然売りはリンゴになっ

れを伝えて欲しい。
私は今、県の観光連盟の立場ですから、あま

小山

り不公平なことは言えないのですが、「新幹

悟委員

線が来れば、弘前の一人勝ちになるのではな

くの方に弘前を訪れていただければと思ってお

いか」と、本当にそう思っているのです。弘前

ります。八戸開業時は、ジャスターさん（ＪＲ

は、行政が意識的に都市景観を大事にし、街並

東日本盛岡支社の子会社）から打診があり、駅

みを整備してきました。自然も歴史的景観も

前で販売させていただきました。開業後の物産

「残した」のです。そして、このことが観光に

館、新駅の物産コーナーなどについては、現在

つながってきます。都会に暮らしている人が壊

どのようになっているのでしょうか。

してしまったものが残っている。そういう安心

九戸：新駅の仕切りはＪＲと青森市なので、あ

感が、弘前にはあるのです。

くまでも観光連盟としてはアスパムが青森観光

てくると思います。今も何種類か作っておりま

の基点になるという考え方です。県内観光の目

すが、すぐに食べるお菓子であれば比較的簡単

次を作っているという意識で、あそこへ行った

なのです。しかし、お土産品となると日持ちす

受け入れ体勢の整備

葛西キミヱ委員

ら映像もある、パンフレットもある、コンパニ

ることが重要になりますので、鮮度を保つのに

司会：昨年の５月から高速道路の料金が千円と

オンのお姉さんが親切に教えてくれる、といっ

苦心しております。

いうことで、全国からマイカーが押し寄せまし

た拠点になろうと考えています。今はネット

既存の種類では足りないのかな、とは感じて

た。その時に、駐車場や食事ができるところが

で事前に情報を集めてからいらっしゃる方も

います。今度リンゴのスイーツのイベントがあ

少ないという話が出ていました。新幹線開業に

多いですが、やはり直接地元の人から聞く情

るので、日持ちする良い商品があれば権利を買

あたっても、来てからでは遅いので、早めの対

報は、ネットで得た情報とは違います。生のや

いたいと思っています。権利を買ってからも、

応が必要かと思います。小笠原委員、弘前観光

り取りの中だから発見できる情報があるはずで

デザインや包材など経費の問題が出てきます

コンベンション協会としては現在どのような取

す。

が、良いものを見極め、積極的に取り組もうと

お問い合わせは

中小企業相談所へ
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新春特別企画座談会
思っています。

と悲観的な考え方でもいいと思います。しか

いけると思います。

司会：やはりお土産を買って帰っていただかな

し、それで終わるのではなく、「ならばこうし

司会：最後にお二方に、当所会員へのメッセー

いと、宣伝にもならない。ぜひ弘前らしいお土

よう」という決意をして、自分の思いを声に出

ジをいただければと思います。九戸様、お願い

産品を開発していただきたいと思います。

していく。これがこれからの市民に求められる

いたします。

気質だと思います。

九戸：八戸は、決して観光資源に恵まれている

司会：菊池副会頭、何かご意見はございます

とは言えなかったと思うのですが、今は「八食

か。

センター」「みろく横丁」と、弘前からも皆さ

菊池：やはり物事を成すには、それぞれの企

ん観光にいらっしゃいます。地域の方々の大変

開業の先には
司会：せっかくの機会ですので阿保委員、なに
かご意見はございますか。

な努力で、あれだけの観光資源を磨き上げて

阿保：官民一体という点において、産学官の中

いった。
その後も「せんべい汁」などが次々と出てき
ましたね。一旦火がつけば走り出す。そういう
きっかけが必要なのだろうと思います。商工会
議所には、様々な職種の方がお集まりですの
で、そこにはネタがたくさんあり、火付け役と
なる方も大勢いらっしゃると思います。
菊池

阿保

秀樹委員

清二副会頭

八戸開業後に実施したアンケートで、「新幹
線開業効果はありましたか」という問いに、

業、団体でいろいろな心配事が当然あるわけ

「あった」と答えた事業所の多くは、事前に何

です。今回の場合も、ストロー現象が起きると

か準備をしていたところです。新幹線開業まで

で商工会議所、弘前大学、そして市、県、国が

ころは当然あります。仙台や東京という大都市

時間は残り少ないですが、お金をかけなくても

それぞれバラバラで動いているような印象があ

が近くなるわけですから、これは避けられない

できることもあるので、それを出していくこと

ります。「これから20年後はどうなっていくの

ことです。でも地場で買わなくてはならないも

が大事なのではないかと思います。

だろう」という不安があり、私たちの意見を聞

のもあります。大手企業が入ってくると思うの

司会：ありがとうございました。大嶋様、お願

いてくださる機会や窓口も少ないような気がし

で、それとの競合にはなるでしょうが、やはり

いいたします。

ているのですが。

地元のものをいかに生かしていくかということ

大嶋：やはり、津軽地域が新幹線の恩恵を一

九戸：将来への不安も当然出てくるかと思い

がカギになると思っています。

番受ける地域だと思っていらっしゃる方は多い

ます。昨年、県の商工労働部長も務めましたの
で、お答えいたします。
要するに、意見がきちんと集まるようなシス
テムがうまく使われていないということですよ

先程食に関する話題で、食材が豊富にあるの

でしょうし、私どもも「そうなるだろうな」と

だから、郷土料理だとか、形式にこだわったも

いう予感はあります。あとは、「私たちの青森

のでなくても、Ｂ級グルメでいいのではないか

県だ。デスティネーションキャンペーンをやる

というお話がありました。

ぞ」という意識が地域の皆様にもう少し浸透

ね。意見が通るようにしていないので、どうな

実は私は屋台村を経営しているのですが、

すればありがたいなと思っています。そうする

るかという心配が起こってくるわけです。「こ

昨年の７月に全国屋台村サミットが、函館で開

と、魅力は十分にある土地ですから、全国各地

うしたい」というプラスの考えがあったら、産

催されました。テーマはＢ級グルメということ

から応援団が出てくると思います。口コミで

学官のどこでもいいので、ぜひ働きかけていた

で、全国各地の取り組みについてのお話があり

「青森は本当にいいところだったよ」「あなた

だきたい。それぞれに結節点になる方がおりま

ました。

も行ってみなさいよ」というような形になれば

すので、「こうしたい」という思いが少人数で

今年の５月、その全国屋台村サミットを弘前

も集まれば、少なくとも消えてなくなるような

の屋台村で開催することになりました。今回の

話ではないのです。

テーマもＢ級グルメということです。今、観光

プラスの話があると、マイナスの部分も出て

コンベンション協会や商工会議所青年部にＢ

くるのは当然の話です。新幹線開業について

級グルメの検討部会がありますし、各市町村で

も、必ずストロー現象の話、大資本が入ってく

も相当考えております。弘前のＢ級グルメにつ

る話が出てきます。

いて、九戸様はどのようにお考えなのでしょう

それには、歴史のなかで証明されているこ

大成功だと思います。
司会：ありがとうございました。本日は、青森

か。

とがあります。明治に鉄道が開通した時、綿の

九戸：Ｂ級グルメにおいては、食べておいしい

布が大量に入ってきて、津軽地方の「こぎん刺

のはもちろんですが、作っている途中の音や匂

し」が廃れてしまいました。

いも含めて人をワクワクさせる「ライブ感」

工藤

武重委員長

でも、廃れたものがあれば、良くなったもの

がキーワードなのです。できるだけ手先から、

だってあるわけです。東京でリンゴと言えば、

「あら不思議、すごいものが出てきたね」とい

県観光連盟の九戸専務とＪＲ弘前駅の大嶋駅長

当時は盛岡リンゴでした。盛岡までしか鉄道が

う、目で見て楽しめるエンターテインメント。

をゲストにお迎えし、弘前にとっての新幹線に

通っていなかったからです。それが青森まで鉄

それに名物店長がいたりなんかすると最高で

ついて、大変有意義なお話を伺いました。

道が通ることによって、青森リンゴというブラ

すね。そういう掛け合わせでお客様が喜び、評

新幹線開業という大きなチャンスを迎える本

ンドが確立されたのです。

判を生むのだと思います。単においしいだけ

年が、市内商工業者、地域経済にとって実り多

同じことをしましょうよ。新幹線が通った

だと、知名度を上げるまでに時間がかかります

き年になりますことを祈念し、新春座談会を終

ら、青森のブランドが攻めていけるのだという

が、人がいて、雰囲気があって、絵になるとい

了したいと思います。皆様、ありがとうござい

プラスの解釈を。「これからどうなるだろう」

うものができれば、それはずっと一人歩きして

ました。

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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弘前かいぎしょ TODAY

「The 津軽三味線 2009」 迫 力 あ ふ れ る 大 合 奏 !!

おめでとうございます
このたび、次の会員の方々がそれぞれ各賞で
表彰されております。
永年のご努力に対し敬意を表します。
●中小企業庁長官賞
前田清敏氏：前田電子㈱
●弘前市ゴールド卍賞
村元一雄氏：村元薬局
※なお、受賞者のご紹介は12月号にも掲載いた

「The津軽三味線2009」が、12月12日に弘前
市民会館にて開催されました。

た商品を販売したことから、秋田県や関東方面

当イベントは「体感！実感！津軽三味線」を

来場者数は、昼の部・夜の部合わせて2,150

テーマに、民謡や手踊りも織り込みながら繰り

人（実行委員会発表）となり、改めて津軽三味

広げられ、本場ならではの迫力と感動を体験で

線の全国的な人気の高さと認知度の高まりを実

きる、津軽三味線の魅力満載のステージです。

感することができました。

当日は開場前からたくさんの人が会場に詰め

演目は津軽三味線を中心に、バンドや指笛奏

掛け、昼の部・夜の部それぞれ当日券が早々と

者との「あどはだりセッション」、「白川軍八

売り切れる盛況ぶりでした。

郎

生誕100年！じゃわめく熱き絃魂！」と題

４回目となった今回は、ＪＲ東日本びゅうプ

した津軽三味線の多彩で新たな世界を披露する

ラザが東北新幹線新青森駅開業プレキャンペー

とともに、総勢350人の大合奏の迫力あふれる

ンとして企画した特別列車と宿泊をセットにし

新入会員紹介
事 業 所 名
青森県書店商業組合

しております。

からも多数ご来場いただきました。

ステージに観客も魅了されていました。

希望職種

希望
月収

年齢 住所

1 現場管理 30 51 藤崎町

2

3

配

調

達

理

鶴谷

祿郎

住

所

外崎三丁目3−22

営 業 内 容
書籍・雑誌小売業に関する指導及び
教育・情報又は資料の収集及び提供・
調査研究等

マーキュリー

藤田

宏二

城東三丁目10−1さくら野弘前店内23区オム

オンワード樫山からの商品の委託販売

㈲弘青さく泉工業所

須藤

隆二

石渡四丁目12−4

さく井工事、温泉ボーリング工事他

㈲ちゅう保険サービス

成田

忠弘

大開一丁目5−6

保険代理店

おやつ本舗

齊藤惣一郎

樋の口一丁目7−26

おやつの車両による移動販売及び、各イベントへの出店

鳥笑

徳山

鷹匠町20

焼鳥店

THB青森弘前店 レディースケアしらはま

白濱奈々子

城東四丁目5−1

整体療術、妊産婦指導、光線療法、脱毛、エステ

康安外科医院

鳴海

康安

栄町一丁目2−6

無床診療所

㈶弘前市体育協会

須藤

惇

下白銀町2−1笹森記念体育館内

弘前市内の体育施設の管理運営業務

（社福）
つがる三和会

大井

正清

三和上恋塚19

社会福祉施設の運営

武一

弘前市に対する重点要望事項を提出
ジョッパルの再生や、東北新幹線新青森駅開業
に向けた弘前感交劇場の推進をはじめ、新たに
太陽光発電設置に対する補助の実施などの5項
目を新規に盛り込んでおります。
なお、昨年度の要望に対する弘前市からの回
答は、商工労政課所管分のみの限定回答となり
ましたが、要望書を持参した工藤専務理事は、
当所では、去る12月17日開催の常議員会にお

「当所の会員はさまざまな業種によって構成さ

いて平成22年度の弘前市に対する重点要望事項

れているので広範囲にわたる要望となってい

として20項目を機関決定し、12月24日には弘前

る。互いに連携を取って地域のために頑張りた

市長並びに弘前市議会議長宛てに要望書を提出

い」と20項目にわたる要望書を提出し、2月末

いたしました。今回の要望では、複合商業施設

日までの回答を求めました。

職歴・経験等

学歴・免許・資格等

専門校卒
普通免許
営業、業務、配送
24年 2級建築士
2級販売士

希望勤務地
時
間

弘前及び近郊
8:00〜
17:00

20

専門校卒
スーパーでの
売場管理
2年 普通免許
弘前及び近郊
36 弘前市 接客、レジ、仕入、 情報処理
8:00〜
コンピュータ3級
商品・人的管理
18:00
7年 他 販売士検定3級

18

調理及び
43 弘前市 店舗管理
調理

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,612 件 ( 特別会員含む）
代 表 者

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

人材バンク

医療事務

4 一般事務 15

高卒 普通免許
調理師免許
3年 調理技能照査 弘前及び近郊
5年 防火管理責任者 不 問
温泉入浴責任者
2年

専門校卒 普通免許
マイクロソフト・

弘前市内

鮮魚店舗販売 3年 オフィスユーザー
37 弘前市
スペシャリスト・ 9:00〜
ミシン修理店
17:00
エクセル、ワード
での接客
1年 上級 他
高卒 普通免許

危険物乙種
弘前及び近郊
5 機械部品 15 30 弘前市 機械部品製造
11年 他 簿記実務検定 不 問
組 立
3級

6

接

客

弘前市内
10:00〜
21:00

印刷関係事務、
高卒
2年 普通免許

20 21 弘前市 印刷作業

縫製生地裁断、

弘前及び近郊
不 問

13年 高卒
7 機械部品 20 39 弘前市 製造
普通免許
組 立
電話の電柱立 5年

8

介護職

18 40 弘前市

児童・母子支援・
障害者更正施設、
老人福祉センター
の生活指導・食事・
入浴介助等 16年
他

経理事務

大卒

普通免許

社会福祉主事

弘前及び近郊
不 問

老人福祉司等
任用資格
ヘルパー2級

22年 高卒

9 一般事務 13 53 弘前市 スーパー・デパー 普通免許

トでの婦人服部門 ワード・
担当
7年 エクセル3級
自動二輪エンジン 高卒

部品製造
17年 普通免許
10 機械部品 15 48 板柳町
電気工事士
製 造
家電製品組立・
製造

2年

他

※希望月収…本人希望によるものです。

弘前市内
不 問

青森市内
不 問

