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会報

毎月15日発行

通常議員総会開催
通常議員総会開催

４

NO.633
〒 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

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。）

〜新年度事業計画・予算等を承認〜
平成２２年度事業計画
重点事項
１．意見活動の強化
２．地域産業の振興
３．中心市街地活性化事業の推進
４．「弘前感交劇場」の推進
５．財政基盤の強化
６．中小企業に対する支援強化
７．会議所運営の充実

第196回通常議員総会が３月29日、当所会館

総会では、議員職務執行者の変更などの庶務

街地活性化事業の推進、ＪＡＰＡＮブランド育

２階大ホールにおいて開催され、83名（委任状

報告をはじめ、年度内に採択されたＪＡＰＡＮ

成支援事業による、地場産業及び伝統的工芸品

出席含む）が出席しました。

ブランド育成支援事業などの各種補助金事業の

産業の振興育成と販路拡大のための商談会の開
催などが計画に盛り込まれています。

総会の冒頭、新戸部満男会頭は「厳しい経済

概要や弘前市に対する重点要望事項への回答、

状況が続く中、地域経済における疲弊感を早期

「カラスのフン害に憤慨する会」等の報告がな

に払拭するためにも、弘前市に対する建議活動

されました。（関連記事２面）

なお、平成22年度予算については、売却の交
渉を進めている、ドテヒロ経費を３ケ月分計上

や金融対策をはじめとする諸施策の普及と推進

引き続き、平成21年度の各会計補正予算案、

を図るなど、新年度においても引き続き中小企

新年度の事業計画案並びに収支予算案等が審議

【会計及び科目別の規模、内訳については、下

業者に対する経営支援活動に全力を挙げて取り

され、原案通り承認されました。事業計画では

記円グラフをご覧ください。】

組んでいきたい」と述べ、議員各位の支援、協

東北新幹線全線開業、弘前城築城400年祭に向

力について要請いたしました。

けた観光客誘致のための取り組み強化や中心市

平成
年度

22

1 会計規模

2 科目別規模

特退金会計

7,225千円（2.4％）

その他

会費

5,588千円（1.9％）

予算状況

相談所会計
59,833千円
（20.1％）

今年度総額

事業特別会計

繰入金

9,238千円（3.1％）

158,983千円
（53.4％）

交付金
52,389千円
（17.6％）

297,457千円
労働保険事務
手数料 他

25,476千円（8.6％）

その他

46,378千円
（15.6％）

収入
の部

一般会計
71,416千円
（24.0％）

しての総額３億9,745万円となっています。

事務局費

8,197千円（2.8％）

会館収入
97,128千円
（32.6％）

繰出金

13,030千円（4.4％）

共済手数料
61,260千円
（20.6％）

102,115千円
（34.3％）

支出

9,238千円（3.1％）

公課分担金

事業費

52,363千円
（17.6％）

会館管理費
43,431千円
（14.6％）

の部

※相談所経営
改善事業費
含む

給与費
68,940千円
（23,2％）
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新しい常議員・議員さんです（敬称略・順不同）

常議員

今年も開催決定！

古都ひろさき花火の集い

議 員

㈱陸奥新報社
代表取締役
田付

昭夫

すっかりお馴染みとなった「古都ひろさき花

㈱ユアテック弘前営業所
所 長
野口 東八

火の集い」を今年も開催いたします。この花火
大会は弘前市民、企業、団体の協賛により開催
しています。元気な街“ひろさき”を祈念し打
ち上げる、超ド迫力の花火にどうぞご期待くだ

㈱ミナミ
常務取締役

櫻木

隆之

㈲小野印刷所
代表取締役社長 木村

さい！

和生

◆◆ 弘前市に対する要望事項の

日

時

平成22年６月19日㈯
19：30打ち揚げ開始

会

場

岩木川河川敷運動場

回答３項目です ◆◆
弘前市への要望事項について、昨年に続き、

心市街地活性化基本計画に掲げた目標を達成に

商工労政課関係事項のみの回答となりましたの

向けて、今後も、協議会及び各事業主体とも連

で、掲載いたします。

携しながら、着実な事業の推進を図っていきた

要望事項

いと考えております。

企業誘致活動の積極的展開と雇用の安定と創

また、協議会の運営については、「弘前市中

出を図るための事業者に対する積極的な支援に

心市街地活性化協議会支援補助金」の継続及

ついて

び、市の協議会委員及び担当者も参画すること

市から今後の処理方針

により、引き続き支援していきたいと考えてお

厳しい雇用情勢の続く中、企業誘致について

ります。

は、重要事項と位置づけ当市の立地環境や優遇

弘前駅前地区再開発ビル「ジョッパル」につ

制度を広く紹介するため、首都圏で開催される

いては、閉鎖後、市では「弘前再開発ビル緊急

イベントへの参加及び新聞広告への掲載等とと

対策会議」を設置し、ビルへの電力等の供給が

もに、企業訪問についても、様々な人脈を生か

突然停止することを防ぐための措置や、周辺世

しながら、これまで以上に積極的な取り組みに

帯のためにテレビの電波障害対策設備の維持を

努め、当市への立地を誘導して参ります。

図るなど、利用者や市民への影響を抑えるため

また、多様化している企業の立地条件や雇用
創出に対応した優遇制度を引き続き、検討・強

の対応をしてきております。
また、
競売・権利関係等の課題についての調査

企業広告協賛募集中！

化して参りたいと考えております。

のほか、
建物の一部を所有する者として、
ビル閉

当日パンフレット・会場アナウンス・招待観覧

要望事項

鎖後の維持管理に係る対応を続けております。

席等各種特典あり！

中小企業の振興と育成を図る経済対策等の実

今後については、競売の推移を見守るととも

企業ＰＲ花火・願掛け花火募集中！

施について

に、再開等に係る課題を整理し、慎重な検討が

企業・団体ＰＲ花火：スターマイン
（限定5発）

市から今後の処理方針

必要と考えております。

市民願掛け花火：７号玉（限定10発）
☆ボランティアスタッフ募集中！
！

中小企業を取り巻く経営環境が、依然として

また、「ジョッパル」の置かれている現状を

厳しい状況にあることから、来年度以降も市の

市民に周知するとともに、市民の意向を把握す

■お申し込み／お問い合わせ：

融資制度について継続するとともに、融資に関

るための参考として、「ジョッパルに関する市

ひろさき市民花火の集い実行委員会

わる補助制度の拡充についても検討したいと考

民アンケート」の実施を検討しております。

えております。
また、新規事業、創業者の支援に関しては、
県の創業支援を目的とした施設である「夢クリ

＜総務財政課＞

〜カラス被害対策の実現を求めて〜

は起業家支援育成補助金制度を継続するほか、

当所が主催した「カラスのフン害に憤慨する

新商品・新技術の開発等の取り組みや中小企業

会」（１月31日開催）を契機に発足した「カラ

者と農林業業者が連携して行う新たな事業活動

ス被害に憤慨する会」（高松宏之会長）では、

に対しても、引き続き、積極的に支援して参り

２月19日に弘前市と弘前市議会に対して、糞害

ます。

等の被害の減少を図るためのカラスの駆除によ

要望事項

る個体数減少対策の実施について陳情書を提出

づくりの推進と弘前市中心市街地活性化協議会

いたしました。
このたび、さらなる活動として署名運動を実

の運営等に係る支援について

施する運びとなりましたので、会員の皆様のご

市から今後の処理方針

協力をお願いいたします。

中心市街地における活性化を実現すべく、中

TEL0172-33-4111）
＜情報調査課＞

署名運動にご協力ください！

エイト工房」との連携を図りながら、市として

弘前市中心市街地活性化基本計画に基づく街

（弘前商工会議所内

ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局担当

（今月号別紙折込用紙にてご協力願います）

平成22年度会費納入のお願い
平成22年度会費の納期限は平成22年５月
31日㈪となっております。
期限内の納入をお願いいたします。
なお、お送りしております振込用紙は、
用紙に記載されている金融機関にて、手数
料無料でご利用いただけます。

第 633 号

平成 22 年４月 15 日

弘前かいぎしょ TODAY

そうだんしょ

TODAY

青森県中小企業応援センター開設
4月より、青森県中小企業応援センター（青
森市）が開設され、新しい支援事業がスタート
しました。

専門家の利用を‼

相談を承っております。
事業承継・技術指導・知的資産経営・ＩＴ・
販路開拓・資金調達・マーケティング・労務管

このセンターは、農商工連携・経営革新・事
業承継等、高度で専門的な経営課題の解決を

理・人事管理等でご相談がございましたら、ご
遠慮なく当課までご連絡ください。

支援するため、㈶21あおもり産業総合支援セン
ターが実施主体となるもの。主な支援内容は、

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

①中小企業への専門家派遣

好評『なんでも相談会』
お気軽にご相談ください

②中小企業からの経営相談窓口設置

ら始まった地域力連携拠点事業（弘前地域力連

③ビジネスマッチング、ビジネスセミナー開催

携拠点）は３月31日を持ちまして終了いたしま

同センターからは、専門家相談員が毎週火曜

した。２年間にわたりご利用いただきまして誠

青森県の平成22年度貸付制度説明会が下記日

（※以降、原則第３水曜日）

程で開催されます。各機関担当者から直接、説

●時

間

13：00〜17：00

明が聞くことのできる絶好の機会ですので、ぜ

●場

所

当会館５階事務所相談コーナー

ひご来場ください。

石田隆章行政書士

●日

●相談員

時

（当所小規模企業振興委員）
●相談内容

ものづくりの技術支援施設を合同視察
オール青森県産の
日本酒を試飲

貸 付 制 度 の 説 明 会

としてスタートいたします。
４月21日㈬・５月19日㈬

にありがとうございました。

派遣され、当所5階相談コーナーにおいて、ご

は、本年度も引き続き毎月第３水曜日を相談日
●開催日

＜経営支援課＞
（お知らせ）
上記の通り、新事業実施に伴い平成20年度か

日と金曜日（時間は10：00〜16：00）の週２回

ご好評をいただいている「なんでも相談会」

許認可申請他法律全般について

※お待ち頂くことのないよう予約制とさせてい

３

平成22年４月15日㈭
14：00〜15：30

●場

所

●説明内容

弘前商工会議所会館３階301号室
①県単特別保証融資制度

弘前商工会議所製造・加工部会では弘前食品

ただきますので、相談ご希望の方は、事前にご

②工場整備促進資金等

開発振興会と合同で視察会を実施しました。視

連絡くださいますよう、お願いいたします。

③設備資金貸付、設備貸与制度

察先は、①青森県産業技術センター弘前地域研

④経営診断、経営相談

究所、②コラボ弘大、③弘前感交劇場ものづく

⑤市の融資制度

り・手仕事展「The職人の技」の３箇所です。

⑥日本政策金融公庫融資制度

参加者は13名でした。

＜経営支援課＞
お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

人材バンク
希望職種

希望
月収

年齢 住所

職歴・経験等

弘前及び近郊
不 問

高卒
調理
（洋食調理含） 普通運転免許
4年 調理師免許
秘書検定2級

弘前及び近郊
不 問

料理配膳・ホール
接客
5年 高卒
32 弘前市 レストランでの料
普通運転免許
理配膳、
接客 10年

弘前及び近郊
不 問

設備警備

掃 15 57 板柳町 公務

2 営

業 20 30 弘前市

膳 15

⑦東京中小企業投資育成㈱の説明

希望勤務地
時
間

高卒
2年 普通免許
35年 大型免許
大型特殊免許

1 清

3 配

学歴・免許・資格等

⑧個別相談

はじめに訪れた弘前地域研究所では、概要説
明の後に各部署を見学し、原材料のすべてが青

●参加無料

森県産である日本酒や、ナガイモとツクネイモ

●当会館駐車場をご利用の場合は1時間無料。

を交配した新品種や、意匠の優れた漆工・木工

※詳細については、下記までお問い合わせくだ

製品等の説明を受けました。

さい。

＜経営支援課＞

『さくら共済』にご加入ください！
４月１日から30日まで『さくら共済』春の

次に、弘前大学にあるコラボ弘大を訪問しま
した。こちらは弘前大学60周年を記念して昨年
建設されたビルです。建物を見学した後、弘大
GOGOファンドや弘大と企業との連携につい

自動車整備・
17
販
売

大卒
車販売・修理 14年 普通運転免許 弘前及び近郊
50 弘前市
9:00〜
車販売
7年 3級整備士（ガソリン）
17:00
普通保険資格

キャンペーンを実施しています。
『さくら共済』は、会員事業所のみが加入で

では、参加者から熱心な質問が相次ぎました。

きる１口800円からのとてもお得な共済制度で

最後に、弘前感交劇場ものづくり・手仕事展

15

高卒
広告製作業務等
普通運転免許
弘前及び近郊
1年 ワード・エクセル1級
24 弘前市
ウェブクリエイター上級 不 問
食品製造
1年 パワーポイント上級 他

6 病院受付 12

フィットネスクラ 大卒
ブの受付（接客・ 普通運転免許 弘前市内
27 弘前市 レジ・事務処理等） 秘書検定2級
:
英語検定・漢字検定 8 00〜
19:00
4年
準2級

4

5

プログラマー

7 事

8

務 18

電子部品
14
製
造

電話、
その他事務
8年
34 弘前市 土木事務所等での
事務他
1年

大卒
普通運転免許 弘前市内
中学校・高等学校 8:30〜
17:00
教諭1種免許

自動車部品の製造
1年 高卒
44 大鰐町 自動２輪部品の 普通運転免許
製造
3年
カートリッジの

製造等
2年 中卒
機械部品
15 51 弘前市 道路の区画線標示 普通運転免許
9
の 製 造
25年 車両系免許
3年

弘前及び近郊
8:00〜
17:00

店舗・事務所等の
清掃
9年
ブラウスの縫製
1年
住宅・マンション
等のコーキング
3年

高卒
普通運転免許 弘前及び近郊
ビルクリーニング技能士 8:00〜
17:00
大型免許

公務

10 清

掃 13 40 平川市

弘前及び黒石
不 問

※希望月収…本人希望によるものです。

す。

て、丁寧に解説していただきました。質疑応答

「The職人の技」を視察しました。参加者は製

また、ガンや病気、不慮の事故による死亡や
入院時の保障に加え、当所独自の給付制度が
あり、結婚や出産の祝金、健康診断助成金、事
故・通院・入院の際の見舞金など福利厚生面も
非常に充実しています。

造業者の視点から製品や製造過程について出展
者から話を聴いていました。
視察後には合同での懇親会が開催され、和や
かに情報交換が行われました。
弘前には今回視察したように技術的な支援を

さらに、キャンペーン期間中にご加入された

する頼もしい施設がありますので、是非活用し

方にはもれなく粗品を差し上げております。ア

て事業の発展にお役立てください。

クサ生命保険の推進員が事業所を訪問させてい

【今回視察した施設の連絡先】

ただきますので、是非この機会にご加入くださ

①青森県産業技術センター弘前地域研究所

い。

弘前市袋町80

詳細については先月号の折込チラシをご覧い

TEL0172-32-1466

②弘前大学地域共同研究センター

ただくか、当所までお気軽にお問い合わせくだ

弘前市文京町3（コラボ弘大1F）

さい。

TEL0172-39-3176

＜総務財政課＞

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

４

第633号

平成22年４月15日

弘前かいぎしょ TODAY

まんじ流「
The

津軽三味線ライブ」
みかみ工芸
あけび蔓ぶどう蔓細工

多くのお客様がご来場。「職人の技」に見入っていました

弘前感交劇場ものづくり・手仕事展 「The職人の技」
お越しいただき、ありがとうございました

ＬＬＣ 「 わ ら は ん ど 」 木 製 遊 具 体 験 コ ー ナ ー

３月24日〜26日、中三弘前店において、もの
づくり手仕事展「The職人の技」が開催され、
多くのお客様にご来場いただきました。
この展示販売会には、ＪＡＰＡＮブランド・
地域資源∞全国展開支援事業において、海外や
国内大都市圏で発表した「津軽塗」「津軽打刃
物」「津軽こぎん刺し」「木工」をはじめとす
る、地元の品々が多数出品されました。
商品の販売以外にも、津軽塗・刃物のメンテ
ナンスやこぎん刺しの製作体験、木製玩具の体
験コーナーを設け、「職人の技」が体感できる
空間となっていました。
会期中は津軽三味線まんじ流による「The津
津軽塗ハイテーブル

軽三味線ライブ」も行われ、演奏が始まるとよ
り一層の来場者で賑わっていました。
その他にも、当所独自の顕彰制度「街づくり
大賞」で「地場産業振興部門」を受賞した歴代
企業の展示・販売も行われ、会場にお越しいた
だいた皆様には、津軽の各方面で活躍されてい
る職人の技を十分に堪能していただけたのでは
ないでしょうか。

