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〜東北新幹線・新青森駅〜
ＪＲ東日本は、先月11日東北新幹線の全線開
業を12月４日にすると発表、翌年３月から導入
される新型車両Ｅ５系の愛称は「はやぶさ」に
決定しました。
開業時は現行車両の「はやて」が東京−新青
森間を１日15往復する（所要時間３時間20分）
ほか、仙台−新青森間、盛岡−新青森間をそれ
ぞれ１往復します。
「はやぶさ」導入時には、
東京
−新青森間が２便増え、東京−仙台間が１往復
加わります。その後所要時間が短縮され、東京
−新青森間を最速で３時間５分で結びます。開
業時のダイヤ発表は９月頃になる予定です。

観光分野の取り組み
先月19日に「全国販売促進会議」が青森市で
開催されました。800名が参加し、県内観光関
係者らが全国の旅行業者に各地区の食材や観光
資源など青森県の魅力を売り込みました。
来年４月には、国内最大規模の観光キャンペ
新型車両のＥ５系

（写真提供：陸奥新報社）

ーンである「青森デスティネーションキャンペ
ーン」が始まります。キャッチフレーズは「行
くたび、あたらしい。青森」で、青森県単独で
の開催はこれが初となります。

新戸部会頭のコメント
新幹線を迎える側として、ホスピタリティ
（思いやり・心からのおもてなし）の向上が叫
ばれているが、言葉だけでなく、たとえばお年
寄りが安全に歩道を歩けるように段差を減らす
など、具体的な行動を示さなくてはならない。
観光客に喜んでもらえるような環境を整え、
ぜひリピーターになっていただきたい。
（新幹線関連の調査記事は２面）

２月26日に完成した新青森駅の新駅舎

2

第 635 号

平成 22 年６月 15 日

弘前かいぎしょ TODAY

東北新幹線全線開業に伴う影響

上」、「新たな商業空間の創出」で、減少した
項目は「観光キャンペーンの充実」、「地域文
化のPR活動の強化」、「宿泊施設の拡充」と

〜調査結果報告〜

青森県では、平成22年12月の東北新幹線全線
開業に向けて、様々な取組が行われています。

⒊新幹線函館駅開業の影響について

青森県商工調査事業連絡協議会では、青森県
内商工会議所会員1,400件を対象に、アンケー

なっています。

0％

80％

ト調査を2009年、2010年の２回にわたり実施し

大いにプラス

1.3％
1.6％

ました。これらの調査結果を比較することによ

多少プラス

13.4％
14.3％

変わらない

64.6％
67.9％

多少マイナス

15.7％
11.9％

大いにマイナス

3.6％
3.5％

無回答

1.4％
0.8％

り、県内商工業者の意識の変化や、どのような
対策を講じているのか、またその進行状況と気
運の醸成について分析を行いました。

⒈新幹線全線開業による
経済効果について
0％

50％

期待する

38.1％
36.1％

多少期待する

38.6％
36.0％

無回答

実施が期待されるとともに、「ホスピタリティ
の向上」のように、個人で取り組める活動を、
市民一人一人が意識し実施することによる気運
の醸成が求められていると言えます。

2009年

＜情報調査課＞

⒊では、今後新幹線が北海道函館に延伸され
た場合に、どの様な影響が出るのかを質問した
もので「変わらない」という回答が64.6％で最

県連会員大会へ７項目の
要望事項を提出

は、県内７商工会議所より正副会頭はじめ役

6.4％

回答についても、前回調査との差異はあまりな

員が出席し、当所からは新戸部会頭、菊池・野

3.3％

く、全体として、函館延伸の影響はないと考え

澤・永澤の３人の副会頭、工藤専務理事が出席

ているようです。

しました。

についての設問では「期待する」、「多少期待

⒋東北新幹線開業に向けて
必要と思われる施策

する」と回答した企業が全体の76.7％を占め、
前回調査の72.1％よりも4.6％増加しました。
また、
「期待しない」
「
、あまり期待しない」と回答
した企業は、合計27.7％と、前回調査より7.7
％減少しており、開業まで１年を切った現在、
期待がより高まっている様子が見られました。

⒉ストロー効果について
50％
9.6％
11.3％

心配している

36.6％

わからない

29.1％

心配していない

24.0％

無回答

0.7％

39.6％
25.4％
22.8％
0.9％
2010年

うことができます。今後、これら施策の効率的

「プラス傾向」、「マイナス傾向」それぞれの

⒈の東北新幹線開業の経済効果に対する期待

大変心配している

ら、重要性は高いが未だ実施されていないとい

平成22年度の青森県商工会議所連合会会員大

2009年

0％

しかし、一方で「必要と思われる施策」につ
いて、前回と今回の回答に差異がないことか

会が６月11日にむつ市で開催されました。当日

0.2％
2010年

なっています。

るが大きな差異は見られませんでした。同様に

3.4％

期待しない

り組みや期待、機運の高まりは明らかなものと

も多く、前回調査よりも3.3％の減少が見られ

16.6％
21.3％

あまり期待しない

2010年

東北新幹線全線開業に向けて、各企業での取

2009年

0％

60％

交通アクセスの整備

50.1％
49.6％

観光ルートの改善・開発

48.1％
49.5％

会員大会は、林県連会長（青森商工会議所会
頭）の挨拶に続き、来賓の青森県知事並びに開
催地であるむつ市長より挨拶のあと、県内7商
工会議所からの要望事項の説明に入りました。
当所からは7項目の要望を提案、特に12月4
日に開業が決定した「東北新幹線新青森駅開業
時における新幹線全ダイヤへの奥羽本線『新青

魅力や個性のある
街づくりの推進
観光キャンペーンの
充実・強化

40.0％
40.2％

ホスピタリティの向上

35.6％
32.1％

続いて大会決議並びに要望事項の採択に入

地場産品を活用した
新商品の創造

26.9％
29.8％

り、最重点要望事項を含む全要望項目が満場一

地域・文化の
PR活動の強化

25.1％
30.5％

総合観光情報サイトの
整備

20.4％
20.1％

宿泊施設の拡充・強化

17.3％
22.2％

関連イベントの開催

17.3％
15.4％

新しい商業空間の創出

16.4％
13.9％

その他

2.9％
3.6％

39.3％
43.7％

4.6％

無回答

3.5％

2010年

2009年

⒋の街づくりや観光・商工業の施策について

⒉では交通網の整備によって消費地が移動

では、企業が望む施策について複数回答形式

し、周辺市町村の経済活動が低下する現象であ

で質問したものです。特に多いものとして「交

るストロー効果について、各企業の危機感につ

通アクセスの整備」、「観光ルートの改善・開

いて「心配している」、「大変心配している」

発」、「魅力や個性のある街づくりの推進」、

という回答が46.2％と大半を占めていますが、

「観光キャンペーンの充実・強化」といった交

一方で、前回調査の50.9％より4.7％の減少傾

通面や観光面に関する回答が集中し、前回調査

向が見られ、後述の「街づくりや観光・商工振

と同様の傾向が見られたことから、望まれる施

興の施策について」における施策の方向性の明

策が明白なものとなっています。

確化からも各企業で人を集める、人を留めるた

一方、前回調査よりも回答率が増加した項

めの思案がなされている様子が見られました。

目は「ホスピタリティ（おもてなしの心）の向

森駅〜弘前駅』の接続列車の実現について」は、
最後の要望の機会として提出いたしました。

致で決議されました。
なお、このたび採択された要望事項について
は、後日あらためて県知事に要望することに
なっております。当所からの要望事項は次のと
おりです。

平成22年度県連要望事項

⒈奥羽本線川部〜青森間の高速化の実現並
びに複線化事業の促進について

（継続）

⒉七里長浜港の建設と鰺ヶ沢〜弘前を結ぶ
道路の整備促進について

（継続）

⒊国道７号の４車線化促進について（継続）
⒋主要地方道岩崎西目屋弘前線の整備促進
について

（継続）

⒌土淵川統合河川整備（河川再生）事業の
整備促進について
⒍津軽ダムの早期完成について

（継続）
（継続）

⒎東北新幹線新青森駅開業時における新幹
線全ダイヤへの奥羽本線「新青森駅〜弘
前駅」の接続列車の実現について（継続）
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中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成 22 年６月 15 日

３

火曜と金曜が相談日、中小企業応援センター
農業と連携してビジネスをやってみたい、地

【専門家派遣事業】

域資源を活用した新しい事業を展開してみた

相談内容に応じて相談事業所への専門家の派

い、ＩＴを活用し経営力の強化を図ってみたい

遣も実施しております。（一つの相談内容につ

…

き、原則３回まで無料）

そのような新たな取組み、ビジネスモデル

の構築など高度・専門的な経営課題にズバリ対

※相談内容のイメージ

応、専門家による指導を行う等、中小企業の皆

・事業承継・販路開拓・技術指導・資金調達

様を応援します！

・知的資産経営・マーケティング

当所では、青森県中小企業応援センターから

・労務管理・ＩＴ・人事管理

専門相談員の派遣を受け、新事業展開、創業か
ら再チャレンジ、事業承継など様々な経営課題

『なんでも相談会』開催中

当所では、常日頃より経営指導員が各種経営

のご相談に応じています。

相談をお受けいたしております。経営上の悩

【青森県中小企業応援センター弘前相談室】

み、ご相談がございましたら、ご遠慮なく当課

会」、今後の相談日は次の通りです。

◆開催日

までご連絡ください。

●開催日

◆時

気軽にご利用いただける「なんでも相談
６月16日㈬・７月21日㈬
８月18日㈬

（毎週）火曜日、金曜日

間

10：00〜16：00

＜経営支援課＞

まちづくり会社設置へ向けて
検討特別委員会が答申

検定情報 〜ビジネス実務法務検定〜

●時

間

13：00〜17：00

●場

所

当会館５階事務所相談コーナー
石田隆章行政書士

コンプライアンス能力を身につける！
リスク管理を徹底 ！

（当所小規模企業振興委員）

ビジネスにおいて業務のリスクを察知し、法

くり弘前検討特別委員会」を設置し、まちづく

的にチェック、問題点を解決に導くコンプライ

り会社の設置に関する必要性が有るか否かにつ

※お待ち頂くことのないよう予約制とさせてい

アンス能力は法務部門に限らず、全てのビジネ

いて検討してまいりました。

ただきますので、相談ご希望の方は、事前にご

スパーソンにとって必要不可欠な能力です。そ

当特別委員会は大中忠氏（弘果弘前中央青

連絡くださいますよう、お願いいたします。

のための基礎となる実践的な法律知識を体系

果㈱）を委員長として18名の委員により構成さ

的・効率的に学ぶことができるのがビジネス実

れ、鳴海邦碩先生（大阪大学名誉教授：当所ま

務法務検定試験です。

ちそだて大使）をアドバイザーとして招聘し、

●相談員
●相談内容

許認可申請他法律全般について

＜経営支援課＞

人材バンク
希望職種
1

保育士

希望
月収

年齢 住所

職歴・経験等

14 34 弘前市 保育士

2 一般事務 12 28 弘前市 一般事務

3 医療事務 12 32 弘前市

4 販

売 18 36 弘前市

飲 食 店
5 ホ ー ル 17

6 調

理 20

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

医療事務

販売員

学歴・免許・資格等

短大卒
普通免許
13年 保育士
幼稚園教諭

希望勤務地
時
間

弘前及び近郊
7:00〜
20:00

大卒
普通運転免許
６年 英検2級
初級シスアド

弘前及び近郊
8:30〜
20:00

高卒
７年 普通運転免許
他 医療事務
情報処理検定3級

弘前市
8:30〜
18:30

17年 高卒
他 普通運転免許

弘前及び近郊
9:00〜
18:00

大卒

飲食店ホール・
日商ワード検定 弘前市内
27 弘前市 店長
３年
3級 不
問
他 測量士補
居酒屋、炭焼料理 高校中退
25年 普通運転免許
51 藤崎町 調理
他 調理師

自 動 車
7 整 備 士 20 46 弘前市

弘前市内
不
問

高卒

建設機械整備
弘前及び近郊
普通運転免許
12年 2級土木施工管理士 8:00〜
他 自動車整備士2級ガソリン
17:00

ボイラー 20
8 技
士

高校中退
普通運転免許
ボイラ技士
ボイラー技士2級 弘前及び近郊
35年 危険物丙種
61 藤崎町 兼事務
不
問
他 車両系
小型移動式クレーン

9 貨物運転 20

ブロック配達・生
48 平川市 コン車運転 12年
他

観光ホテル営業・
観
光
10 サービス業 18 46 大鰐町 フロント等 20年
接
客
他

高卒
普通運転免許
大型1種
フォークリフト
危険物乙4
玉掛け
ガス溶接等

弘前及び近郊
8:00〜
17:00

高卒
普通運転免許
温泉入浴指導員
英検3級
普通救命講習Ⅰ

弘前及び近郊
9:00〜
18:00

※希望月収…本人希望によるものです。

企業には消費者・取引先企業等、さまざまな

当所では、昨年11月12日より「仮称㈱まちづ

９回の委員会を開催しました。

利害関係を持つ人々がいます。企業は、これら

検討を重ねた結果、中心市街地活性化のため

の人々の立場や利益を無視することはできませ

には、空き地や空き店舗（施設）の活用が急務

ん。ひとたび、企業の不祥事が発生すると刑事責

であるが、経済動向の悪化から中央資本の参入

任や損害賠償などの民事責任はもちろん、社会

が期待できない状態であり、地元資本と行政の

からも厳しいペナルティーを受けます。このよ

連携により対応が必要であると判断し、５月13

うな時代だからこそ、企業は法令等を遵守でき

日に開催された委員会で新戸部会頭に「まちづ

る能力のある人材の育成が求められています。

くり会社が必要である」という答申をいたしま

詳しくは当所までお問い合わせいただくか、

した。

東京商工会議所検定試験情報のホームページを

答申の中で、具体的な内容等については、弘

ご覧ください。http://www.kentei.org/

前市中心市街地活性化協議会で検討すること

第28回ビジネス実務法務検定試験

を求めており、５月24日の常議員会の承認を経

試験日

平成22年12月12日㈰

て、活性化協議会の事業として、まちづくり会

場

弘前商工会議所

社の設置について検討を進めていくこととなり

所

申込登録期間

９月28日㈫〜10月29日㈮

ました。

＜経営支援課＞

新入会員紹介
事
業
所
名
ナチュラルファミリー弘前本店
㈲炭工房アップル・スタジオ
㈱和蔵
五栄工業㈱
エアーひらさわ
㈱オフィスキタムラ
三上輝彦ＩＴ経営管理事務所
Ｒ ｃａｍｐ
㈱一番や
弦や
artistic salon ＡＴＯＭＩＣ
新入特別会員
スモールモンキー
㈲鳶平成工業
麺処 うずしお屋

＜まちそだて課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,563 件 ( 特別会員含む）

代表者
上林 悦子
谷澤
實
渋谷
隆
五十嵐 博
平澤 充子
北村 大輔
三上 輝彦
岩渕 大樹
鮒子田直子
坂本 美弦
岡本 昌也

住
所
弘前市自由ケ丘1‑10‑32
弘前市樹木4‑5‑15
弘前市田町4‑11‑13
弘前市八幡町1‑7‑14
弘前市石川西館下73‑2
弘前市北園1‑4‑7
弘前市広野1‑16‑26
弘前市百石町2‑1 かだれ横丁
弘前市新里東里美112‑3
弘前市松原東3‑14‑15
弘前市城東中央5‑1‑2

営
業
内
容
健康食品の販売
炭製品・室内オブジェの製造、販売
茶道具の販売
鋼構造物工事業（建築常用及び請負）
管工事業（ダクト製作）
内装仕上げ工事他、
インテリア製品の販売及び施工
中小企業診断士としての経営コンサルタント
ラーメンダイニング
うどん・そばの飲食店、麦麺製造
居酒屋
美容室

安田
工藤
福士

板柳町福野田本泉63‑7
平川市猿賀明堂48‑2
平川市本町南柳田40‑6

ＷＥＢ、ＶＩＤＥＯ、写真
鳶工事業
ラーメン屋

哲也
実
淳

井筒ビル1Ｆ

４
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平成22年６月15日

弘前かいぎしょ TODAY

熱心に選考を行う審査員ら

ファッション甲子園2010

最終審査会出場チーム決定
応募された全作品は、審査員の大塚陽子氏
（ファッションジャーナリスト・東京デザイナ
ー協議会議長）、中野裕通氏（ファッションデ
ザイナー）、原由美子氏（ファッションディレ
クター）の３名が、２日間にわたり、熱のこも
一次審査会では40点の作品が選出され、県内
からは、22校、681点の応募のうち、５点が選
出され、弘前市からは弘前実業高校（２作品選
出）が出場することとなりました。
選出された作品は、デザイン画から衣装を制

「第10回全国高等学校ファッションデザイン

作し、８月22日㈰弘前市民会館にて、各校生徒

選手権大会（ファッション甲子園2010）」の第

がモデルを務める公開ファッションショー形式

一次審査会が５月28日、29日の両日、当所会館

の最終審査会に挑みます。

務職員を募集しています。
税務職員は、国の財政を支える重要な仕事を
指導などを行う税務のスペシャリストです。
○受験資格
平成元年４月２日〜平成５年４月１日生まれ
の方
○受験申込受付期間
平成22年６月22日㈫から６月29日㈫まで
○受験申込書の請求
最寄りの税務署、仙台国税局人事第二課、

青森県内最終審査会出場校一覧は下記のとお

今回は、前回を上回る46都道府県、233校、

仙台国税局では、バイタリティーあふれる税

担い、国税局や税務署において、調査・検査や

った選考を行いました。

にて行われました。

税務職員募集中
平成22年度国家公務員Ⅲ種（税務）
試験（高卒程度）のお知らせ

人事院東北事務局

り。（その他の出場校はＨＰをご覧ください。

※受験申込書の配布は、５月10日から始まっ

4,455点のデザイン画の応募があり、（前回は

http://www.f-koshien.com）

ております。

45都道府県、234校、3,783点）審査基準である

ファッション甲子園実行委員会事務局担当
＜まちそだて課＞

「高校生らしい瑞々（みずみず）しい感性」に

青森県内最終審査会出場校

溢れた、独創性のある作品が数多く寄せられま
した。
また、今回は第10回記念大会として、専門学
校エスモード

ジャポン（本部パリ）の協力を

得て、優勝校には「パリ派遣・招待」を副賞と
することになりました。「絶対優勝し、ファッ
ションの本場パリに行って勉強したい」「パリ
コレ（ファッションショー）を観てみたい」等
のコメントが多く寄せられ、デザイン画の応募
点数の増加に繋がったのではないかと思われま
す。

学校名

作品テーマ

県立弘前実業高等学校 dragon fly
県立弘前実業高等学校 sparkly
県立八戸東高等学校

青い春・アラカルト

私立八戸聖ｳﾙｽﾗ高等学校 不思議の国のアリス
県立三沢高等学校
コードネーム
P.C.H（パーソナ
ルコンピューターヒュ
ーマン）

今年は当所議員改選の年です

○受験申込書の提出先（郵送）
人事院東北事務局
〒980-0014

仙台市青葉区本町3-2-23

○試験日・試験種目
１次試験（教養試験・適正試験・作文試験）
平成22年９月５日㈰
２次試験（人物試験・身体検査）
平成22年10月14日㈭から10月21日㈭の間でい
ずれか指定する日
○お問い合わせ先
人事院東北事務局

℡022-221-2022

仙台国税局人事第二課

℡022-263-1111
（内線3236）

〜選挙制度はどうなってるの？〜

今年は、当所議員・役員の改選期です。議員

興のため、直接商工会議所の運営に参画したい

商工会議所法の規定により、特定商工業者は

の任期は３年間で、11月１日から３年後の10月

という方を迎え入れたい趣旨ですので、被選挙

その事業内容を商工会議所に登録することが義

31日までとなっています。

権を持つ会員はどなたでも立候補できます。立

務づけられています。その目的は、商工会議所

候補者が締切日までに定数を超えなかった場合

がその地区内の商工業者の実態を把握し、商取

は、無投票当選になります。

引をはじめ全国からの取引斡旋信用調査等の重

さて、会議所議員の選挙制度はどのようなし
くみになっているのでしょうか？
議員の選任方法は３通りあります

選挙権の付与

議員の定数は100名。選任方法の違いによっ

平成22年８月31日までに会費を完納されてい

て１号、２号、３号議員という３種類に分類さ

る方に、会費１口につき１票の選挙権が与えら

れますが、議員としての権利や義務に差はあり

れます。ただし、50票が限度。

ません。

また、同日までに負担金を納めた特定商工業

要な資料とし、業界の健全化と皆様の事業発展
に役立てていただくためのものです。
そこで、特定商工業者の方々には、事業の概
要を登録するための「法定台帳」の提出をお願
いし、あわせてこの台帳の維持・管理などに関

１号議員…会員及び会員以外の特定商工業者が

者の方にも１票の選挙権が与えられます。

わる経費の一部として負担金3,000円をいただ

投票によって会員の中から選挙した議員。公的

特定商工業者とは？

いております。

性格が強い。（50名）

弘前市内で６ヶ月以上本社、支店、営業所な

２号議員…会員全てが所属する、業種別の12部

どを有する商工業者のうち、次のいずれかに該

会の中から選任した議員。業界の代表的な性

当する方を、当所の会員・非会員に関わらず特

格。（35名）

定商工業者といいます。

３号議員…会議所に功労のあった会員、重要産

①本商工会議所の地区内の営業所等で常時使用

業の代表など、運営上の均衡から総合的に勘

する従業員の数が20人（商業又はサービス業に

案し、会頭が常議員会の意見を得て選任。（15

属する事業を主たる事業として営む者について

名）

は、５人）以上である者
立候補制の１号議員

②資本金額又は払込済出資総額が300万円以上

１号議員については、業界発展や地域経済振

である者

商工会議所会館
貸会場をご利用ください！
各階ネット環境・ウォシュレット完備
詳しくは総務財政課まで

会費・負担金の納入はお済みでしょうか
22年度の会員会費・特定商工業者負担金の
納入はお済みでしょうか？今年度は当所の現
役員・議員の任期満了に伴い、選挙が行われ
ます。
会費・負担金の納入後に選挙権が発生しま
すので、未納の方はお送りしている振込用紙
での納入をお願いいたします。
なお、振込用紙は記載の金融機関にて手数
料無料でご利用いただけます。

