ヘッドライン
◇ファッション甲子園
入場券発売開始…2面
◇あなたの青森通
を認定します…2面
◇高度・専門的な経営
課題をサポート…3面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp
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会報

毎月15日発行

１部120円
送料込み

収支決算・事業報告を承認

〜第１９７回通常議員総会〜

収支決算・事業報告を承認

可欠であるとの答申
〜第１９７回通常議員総会〜
を基に、今後、具体
的な事業内容等につ

７

NO.636
〒 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。）

平成21年度

決算状況

01

会計規模

今年度総額

350,468,295円

前年度総額

382,361,738円

対前年比

④

いては中心市街地活
性化協議会の中で検
れました。

②一般会計
35.0％
122,641,600円

❶

引き続き監査報告

③相談所会計
16.6％
58,211,255円

❷

の後、平成21年度の

31,893,443円減

①事業特別会計 46.2％
161,945,923円

❸

討することが報告さ

91.7％

※金額

④特退金

事業報告と一般会計

2.2％
7,669,517円

はじめ各会計の収支
決算状況と剰余金
５８６万余りの処分案
が説明され、それぞ
第197回通常議員総会が６月28日㈪、午後３

れ原案通り承認されました。承認された収支

時から和徳町のフォルトーナで開催され、88人

決算の内容については、会計規模でみると、各

の議員（委任状含む）が出席しました。

会計を合わせた金額は、
総額で3億5,046万円、

総会の冒頭、新戸部満男会頭は挨拶の中で、

前年対比でみると3,189万円の減となっていま

「東北新幹線全線開業、弘前城築城400年祭に

す。（各科目の内訳は、カラーグラフをご覧く

向けた弘前感交劇場の内容充実や弘前市中心市

ださい。）

街地活性化協議会を核としての諸事業をはじ

〜部会再編成に向け臨時議員総会開催へ〜

①事業特別会計
54.0％
189,115,754円

④

会館収入
共済手数料
他の家事収入

⑤

❷

収入の部

総会の挨拶の中で新戸部会頭は、「今年10月
の議員改選にあわせての、長年の懸案である部

だほか、厳しい経済状況下での会員事業所の経

会再編成に関する協議の場として、先に特別委

営安定に資する事業やきめの細かい経営相談

員会を設置していたところ、６月24日の委員会

などを積極的に展開してきた。これら事業に一

での協議を経て、このたび、新しい部会組織の基

定の成果をあげることができたのも、議員はじ

本案についての答申をいただいた。今後は、答

③会館維持費
12.6％
43,431,153円

め会員各位のご理解とご支援の賜である」と述

申に基づく部会再編成に向けた諸準備を進め、

べ、平成21年度事業を振り返りました。

定款の変更を機関決定するための常議員会と臨

④管理費
7.1％
24,352,359円

時議員総会を来る７月27日に開催したい」と述
べ、議員各位に理解を求めました。新しい部会

更、商工技術検定委員や小規模企業振興委員等

組織への移行は、９月１日の施行を予定してお

の委嘱案件のほか、今年度のＪＡＰＡＮブラン

りますが、新しい部会組織の概要等、詳細につ

ド育成支援事業において、津軽塗・打刃物・こ

いては、来月号の会報でお知らせいたします。

ぎん刺し・木工の技術を活かしての地域内産業
連関による「弘前な空間デザイン」が事業採択
された旨の報告がなされました。また、昨年９
月に設置した（仮称）㈱まちづくり弘前検討特
別委員会の答申がなされ、弘前市におけるまち
づくり会社の必要性についての協議の結果、ま
ちづくり会社のあるべき姿とともに、設立が不

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

③会費・特定負担金 13.1％
46,068,000円

❶

る地域資源の活用と地場産業の振興に取り組ん

議案については、はじめに14項目の庶務報告

④繰入金

2.5％
8,712,249円

⑤その他

0.3％
1,035,591円

①事業費
31.8％
109,745,630円
②人件費
28.0％
96,428,218円

⑤福利厚生費
4.1％
14,270,944円
⑥公課分担金
4.1％
14,167,438円
⑦繰出金

99,853,701円
62,583,752円
26,678,301円

②交付金
30.1％
105,536,701円

❸

め、ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業などによ

がなされ、顧問・参与及び議員職務執行者の変

収入の部合計
350,468,295円

02 科目別規模

⑧
⑦

❻
❺
❹

支出の部合計
344,606,185円
⑨
❶
支出の部

❸
❷

2.1％
7,112,249円

⑧退職給与積立金 1.3％
4,632,200円

⑨その他の支出
8.8％
30,465,994円

2
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お買い求めはお早めに‼

平成 22 年７月 15 日

ファッション甲子園 2010 入場券発売開始

高校生ファッション全国一を競う、ファッシ

スクエア・メディアイン城東店（Ｂｏｏｋカウ

賞新人賞・資生堂

ョン甲子園（主催：ファッション実行委員会）

ンター）・さくら野百貨店弘前店・弘前市立観

奨励賞を受賞。若

が今年も開催されます。

光館インフォメーション

手実力派デザイナ

審査会は８月22日㈰。
全国から応募のあった、 ＜青森市＞成田本店しんまち店（地下ＣＤ売り

ーとして注目を受
けています。

4,455点のデザイン画の中から、入選された40

場）・ショッピングタウンサンロード青森（１

点（32都道府県・37校・40チーム）が登場。フ

Ｆ総合サービスカウンター）

ァッションショー形式の最終審査に挑みます。

＜八戸市＞チーノはちのへ（１Ｆインフォメー

も大変人気のあっ

ション）

た、来場者に審査

当日入場券をご購入いただいた方は、どなた

その他、昨年度

でも観覧可能となっております。青森県内の以

今年度は、青森県から５点（４校５チーム）

員として参加いた

下の販売所にて発売中です。今回の優勝校の副

が選出され、うち、弘前市からは弘前実業高校

だく企画や、募金

賞は「パリ派遣・招待」となっており、白熱し

が栄冠に挑みます。

者にハギレプレゼ

た戦いが期待されます。

また、今年のアトラクションは、例年審査員

ントの協賛チャリ

をお願いしている、デザイナー中野裕通氏によ

ティー、アパレル

り、なくなり次第終了となります。

る「2010−2011秋冬コレクション」となってお

機器展など内容が

【第10回全国高等学校ファッションデザイン選

り、プロのモデルも出演し、会場内を華やかに

盛り沢山です。ぜ

手権大会（ファッション甲子園2010）入場券販

演出します。

ひ、ご来場くださ

入場券は一律500円（全席自由）となってお

売所】

ゲスト審査員は、「ＳＯＭＡＲＴＡ」（ソマ

＜弘前市＞弘前商工会議所・日弘楽器・弘前

ルタ）のデザイナー、廣川玉枝氏に決定いたし

中三・Ｄｏスタンプ事務局（ルネスアベニュ

ました。「イッセイミヤケ」に従事。2006年に

ー）・弘前市まちなか情報センター・上土手町

ブランドを立上げ、翌年、毎日ファッション大

あなたの青森通を認定します

あおもり検定
あおもり検定

第３回初級、第２回中級、第１回上級試験

青森県の歴史、文化、観光、自然などの多分野にわたり、あなたの青森通を認定する検定試験
です。

い！。
◎お問い合わせ
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＞

工芸品を「空間」で売り込む
「弘前な空間」デザインブランディングプロジ
ェクトが、2010年ＪＡＰＡＮブランド育成支援
事業に県内で唯一採択されました。

◎試験日時

平成22年10月３日㈰

◎試験会場

弘前商工会議所会館

地域資源∞全国展開支援事業でスポットライト

◎受験資格

学歴、年齢、国籍等の制限はありません。

をあて、磨きをかけてきた「津軽塗」「打刃物」

※中級試験の受験については、初級試験合格者に限るものではありません。

「こぎん刺し」「木工」を一つに束ねて「弘前

※上級試験の受験については、中級合格者に限ります。

な空間デザイン」として取り組みます。

初級・中級・上級とも10：00〜11：30

◎申込期間

平成22年７月12日㈪〜８月23日㈪

◎受 験 料

初級：一般3,000円

これまでＪＡＰＡＮブランド育成支援事業、

今年度は、「キッチン・ダイニング」空間を

中級・上級：一般4,000円

弘前の手仕事で演出し提案していきます。「弘

※高校生以下は初級、中級、上級試験ともに2,000円

前な空間」は、これまでの活動の総括的意味合

※学校・企業・団体などで10名以上の一括申込をする場合は、受験料の割引制度が

いを持ち、地元の技によって創られる工芸品で

ございますので、弘前商工会議所までお問い合わせください。
◎申込方法

空間デザインを構成します。それぞれの特徴を

受験用申込書に必要事項を記入の上、受験料を添えてメディアイン城東店・紀伊

活かしたコラボレーション商品を開発し、欧州

國屋書店・弘前商工会議所へお申込みください。なお、各申込場所により、営業時間

等をターゲットにした本物指向の新商品やメン

・休業日が異なりますので事前にお問い合わせください。

テナンスのシステム構築を進めていきます。

※詳しくは、
ホームページをご覧ください。
http://www.acci.or.jp/kentei/
＜情報調査課＞

新入会員紹介
事業所名

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,572 件 ( 特別会員含む）

代表者

住

所

営

業

内

容

CPサロン輝〜きらら〜

松岡

由美

北瓦ケ町5−1

化粧品販売及び、販売商品を使用してのフェイシャルエステ

㈲心工務店

佐藤

健人

金属町5−8

弘前市を中心に、
民間のお客様の住宅を建築、
設計・施工

安しん電気設備工事㈱

前田

謙治

緑ケ丘二丁目4−1市営J棟302号室

住宅電気配線工事・オール電化機器販売設置工事・電気融雪
（ロー
ドヒーティング、
屋根融雪）
・東北電力引込線請負工事

㈱図面工房

石岡

和広

泉野四丁目13−12

土木建築工事に関する設計・製図の請負

カーランドさくら

成田

文男

津賀野浅田659−5

中古自動車の販売

ビバーチェ

五十嵐

ビューティーグラマラス

石郷岡順子

駅前町15−3−201

エステティックサロン

THE STABLES

小田原史典

元寺町9三上ビル3F

ウェブ・グラフィックデザイン企画制作・プロデュース及び、
雑貨、
服飾品販売、
商品企画・プロデュース

川尻

仙台市青葉区上杉5−3−36第三勝山ビル6階

建築及び設備リニューアル・リフォーム工事の企画・設計・施工及
びそれに関する技術開発など

円

新鍛冶町91ジャスマックビル406号 スナック

【新入特別会員】
ケーアンドイー㈱東北支店

延治

例えば、弘前の「木工」によるテーブルの上
に「こぎん刺し」のランチョンマット、その上
に「津軽塗」の器、壁にはブナコの照明器具、
「打刃物」によるナイフ類等々で「キッチン・
ダイニング」を提案していきます。
そして、これを「住空間」や「オフィス空間」
へと展開します。この活動をとおして地域産業
のすそ野を広げていき、産業全体の域内の仕組
みを活性化していきます。

＜まちそだて課＞
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そうだんしょ

TODAY

「もしも」のときに！

人材バンク

経営セーフティ共済

（中小企業倒産防止共済制度）
経営セーフティ共済は、万が一取引先事業者
が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場
合に、共済金の貸付けが受けられる共済制度で
す。「もしも」のときの資金調達として当面の

問 い
合わせ

平成 22 年７月 15 日

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

高度・専門的な経営課題の解決をサポート！
青森県中小企業応援センター（㈶21あおもり

1

保育士

希望
月収

年齢 住所

産から守ります。
〈主な特色〉

10 23 弘前市 保育士

的な経営課題の解決のための専門家派遣事業を

・貸付条件は無担保・無保証人

実施しています

・一時貸付金制度も利用可能

6 運

的整理（一定条件を満たすもの）を行う場合も

経営課題の解決のため、青森県中小企業応援セ

「倒産」とし、共済金の貸付けが受けられるよ

ンターが最適な専門家を派遣し、適切な支援・

うになりました。

○支援対象

中小企業基盤整備機構のホームページをご覧く

（以下のいずれかに該当する相談案件が対象）

ださい。

①新事業展開（経営革新、地域資源活用、農商

http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
＜経営支援課＞

貸金業法が改正されました

7

16 27 弘前市 自動車整備 6年

8

塾講師

20 33 弘前市 個別指導塾講師

等、各種分野の専門的な知識、技術等を有して

情報処理
コンピュータ3級
高卒 普通免許
大型特殊
2級建設機械整備士
車輌系 フォークリフト
危険物乙4種
ガス溶接技能士
玉掛け技能士

公文教室助手
大卒 普通免許
4年 教員免許

（小・中・高）

3年 英検3級

管理
11年
9 土木工事 30 46 板柳町 建設現場監督
管理
16年

売 20

高卒 普通免許
一級土木施工管理技士
地山の掘削
土止め支保工
作業主任者
車輌系建設機械

油種販売・営業
高卒
9年
普通免許
55 弘前市 スーパー販売
危険物乙種
10年 他

弘前市内
不
問

弘前市内
不
問
弘前市近郊
8:30〜
18:00
弘前市近郊
8:30〜
17:30
弘前及び近郊
不
問
弘前市・青森市
五所川原市
8:00〜
17:00
弘前市
8:00〜
17:00

※希望月収…本人希望によるものです。

〜貸金業の適正化・過剰貸付の抑制〜

多重債務問題の解決を目的として、平成18年

中小企業診断士、
技術士、
ITコーディネータ

14年

自動車
整備

10 販

工等連携、新連携）

普通免許
フォークリフト

スーパー売場管
理
7年 販売士検定3級

送 20 37 弘前市 家具配送・内装工

土木工事現場

詳しくは当所までお問い合わせいただくか、

高卒

水産加工品販売
8年 高卒

売 20 33 弘前市 コンビニ販売

事

当所を窓口として、事業所の高度・専門的な

○派遣する専門家

弘前市
9:00〜
17:00

洋菓子製造 2年

また、平成22年７月１日からは、取引先が私

力強化、知的資産経営）

高卒

医療事務2級

3年

●専門家派遣事業について

⑤新たな経営手法の取組（ITを活用した経営

弘前及び近郊
8:00〜
17:00

17年 普通免許

洋菓子 15 43 弘前市 （自営）洋菓子製造
パン製造
及び販売業 4年

弘前及び近郊
8:00〜
19:00

高卒

建設業事務 20年
普通免許
4年 栄養士

5 販

最高3,200万円まで貸付け

サポート機関として、皆様が抱える高度・専門

④ものづくりの高度化

短大卒
普通免許

1年 保育士

2 一般事務 18 44 弘前市 栄養士

・無理のない掛金（月額5,000円〜80,000円）
・掛金の10倍の範囲内で

③事業承継

希望勤務地
間

学歴・免許・資格等 時

幼稚園教諭

4

・全国で約30万社が加入

青い森信用金庫の3者により開設）は、当所の

②創業・事業再生及び再チャレンジ

職歴・経験等

3 医療事務 15 53 弘前市 医療事務

・掛金は損金または必要経費

助言を行うものです。

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒

産業総合支援センター、青森県商工会連合会、

○専門家派遣事業とは

希望職種

３

を説明した書面の事前交付の義務付け

に成立した「貸金業法」は、３年半にわたり段

・貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が

階的に施行されており、本年６月18日から、総

支払われる保険契約の締結の禁止

量規制の導入等を含む完全施行となりました。

４．業務改善命令の導入

＜制度の概要＞

・規制違反に対して機動的に対処するため、登

貸金業の適正化

録取消や業務停止に加え、業務改善命令の導入

いる専門家を派遣します。

１．貸金業への参入条件の厳格化

○派遣回数

原則３回まで

・最低純資産額を5,000万円以上に引上げ

１．指定信用情報機関制度の創設

○費用負担

無料

・貸金業務取扱主任者の資格試験を導入し、合

・指定信用情報機関制度を導入。貸金業者が借

上記専門家派遣事業については、当課までお

格者の営業所ごとの配置を義務付け

り手の総借入残高を把握できる仕組みの整備

＜経営支援課＞

２．貸金業協会の自主規制機能強化

２．総量規制の導入

・貸金業協会を当局の認可を受けて設立する法

・個人が借り手の場合には、資料取得等による

人とし、広告の頻度や過剰貸付防止等について

年収の把握や指定信用情報機関の信用情報の使

自主規制ルールの制定を義務付け

用による返済能力調査の義務付け

３．行為規制の強化

・総借入残高が年収の3分の1を超える貸付け

・夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取

など、返済能力を超えた貸付けを原則禁止

問い合わせください。

特退金の給付額改定について
当所で実施している特定退職金共済制度
（運用：アクサ生命保険㈱）の給付利率を
平成22年９月１日から変更することになり
ましたので、お知らせいたします。なお、
加入事業所の皆様には別途通知いたしま
す。
＜総務財政課＞

過剰貸付の抑制

金利体系の適正化

立規制の強化
・貸付けにあたり、トータルの元利負担額など

１．上限金利の引下げ
・出資法の上限金利を29.2%から20％に引下げ
２．みなし弁済制度の廃止
ヤミ金融に対する罰則を強化
・懲役５年→10年
ただいま下記にて無料相談会開催しています。

年利 1.85％（７月１日現在）

○県消費生活センター弘前相談室
平日

9:00〜17：00

所在地：弘前市大字蔵主町４
県合同庁舎別館２階：TEL36−4500
お問い合わせ先は、青森県環境生活部県民生
活文化課（消費生活・ボランティア支援グルー
プ）：TEL017−734−9206（直通）へ。
お問い合わせは

中小企業相談所へ

＜経営支援課＞

４

第 636 号

平成 22 年７月 15 日

弘前かいぎしょ TODAY

第５回古都ひろさき花火の集い

〜みちのくの夏を告げる
夜空に輝く 10,000 発〜

会費・負担金の納入をお願いします
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
でお早めに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。
当所主催イベントの
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2010」、「2010津軽の食と産業まつり」、
「The津軽三味線2010」にご協賛いただいた
迫力の名人技が夜空を彩る

約５万人の人出で賑わいました

６月19日、
岩木川の河川敷運動公園において、 ションなどで会場は大いに盛り上がりました。

方、ならびに事業所の皆様、ご協力ありがとう
ございました。
【協賛企業・個人協賛のご氏名】

ひろさき市民花火の集い実行委員会が主催する

今年も全国花火名人尺玉共演により、名人技

（順不同・敬称略）

「古都ひろさき花火の集い」が開催されました。

の華麗な花火が打上げられ、会場を大いに賑わ

マルエス自工㈱、㈱弘前公益社、㈱菊池薬店、

この花火大会は、弘前、岩木、相馬の合併を

せました。最後はフィナーレワイドスターマイ

㈱マルノ建築設計、㈱永澤興業、㈱八木橋薬

記念して始まったもので、今年で５回目の開催

ンにより弘前市の夜空を鮮やかに彩り無事終了

局、㈲ジュエリーかまた、㈱石沢工業、六花酒

となります。

いたしました。

造㈱、㈱青森テレビ弘前支社、ニッカウヰスキ

当日は開催前に多少の雨が降ったものの、好

今年も多くの企業協賛・市民協賛により開催

ー㈱弘前工場、㈲小野印刷所、㈱山武、㈱第一

天に恵まれ、会場には約５万人が訪れました。午後

することができました。ありがとうございまし

ビル管理センター、㈱シバタ医理科、富士建設

７時から開会セレモニー、続いて打ち揚げが開

た。

㈱、テフコ青森㈱、青森放送㈱弘前支社、㈱東

始され、ディズニーの音楽に合わせた連続花火

ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局担当

奥企業会計社、青森朝日放送㈱弘前支社、桜紙

や、よさこいチームの演舞と花火のコラボレー

＜情報調査課＞

業包装用品㈱弘前支店、㈱かさい製菓、北星交

津軽の熱い夏、本番‼ 「第１１回よさこい津軽」開催

花嵐桜組の華麗な演舞

通㈱、Ｋ−ｂｅａｕｌａｘ、㈱寺崎自動車、㈱
中三弘前店、㈱堀江組、弘前ガス㈱、㈱スコー
レ、㈱ホテルニューキャッスル、㈱産交、アク

引き続き、北海道枝幸町より遠路遥々参加しま

サ生命保険㈱、青森県りんご商業協同組合連合

した。本場北海道の人気チームが間近に見られ

会、東奥信用金庫、㈱弘前丸魚、㈳弘前観光コ

る貴重な機会ということもあり、大賞受賞チー

ンベンション協会、弘前りんご商業協同組合、

ムの力強い演舞は観衆を大いに沸かせていまし

東北電力㈱弘前営業所、ひろさき光線治療院、

た。

㈱東奥日報社弘前支社、葵法律事務所、津軽警

初めての取り組みとなった「よっちょれ教

備保障㈱、弘前国際ホテル、㈱イークラウド、

室」では、参加団体が講師となり、観客によさ

㈱小林紙工、㈱ラグノオささき、藤村機器㈱、

こい踊りの基本の型を指導しました。ルネスア

弘果弘前中央青果㈱、つがる弘前農業協同組

ベニュー前では、弘前城築城400年祭マスコッ

合、三上道明商店、ファーストフードペコちゃ

トキャラクター「たか丸くん」による「よっ

ん、㈱山善みとべ、中畑歯科診療所、イマジン

ちょれショー」が開かれ、小さな子どもも気軽

㈱、弘前地区電気工事業協同組合、㈲三照堂、

によさこいを体験できる場となりました。

弘南観光開発㈱、弘前ステーションビル㈱、㈲

よさこい津軽実行委員会主催による「第11回

祭りフィナーレを飾る「旗振り・合同乱舞」

太陽地所、竹浪釣具店、㈱日専連ホールディ

よさこい津軽」が６月27日、土手町通りにて開

にはたか丸くんも参加し、例年以上の盛り上が

ングス、㈱大伸管工業所、㈱丸幸あかいし、㈱

催され、８万人（実行委員会発表）の人出で大

りを見せました。

Do、さくら野東北㈱弘前店、東和電材㈱

いに賑いました。今年は、29チームが県内外よ

よさこい津軽実行委員会事務局担当
＜まちそだて課＞

り参加しました。特に岩手県の人気チーム「幻
夢伝」が初参加し、「よさこい津軽」のすそ野
の広がりが感じられました。
出陣式では、第２回大会からの連続出場と
なった弘前のよさこいチーム「極楽ほんず」に
10年連続出場賞を贈呈し、西谷洌実行委員長よ
り表彰状を手渡しました。
また、先日の札幌「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
祭り」において、最高賞である大賞を受賞した
「夢想漣（ゆめそうらん）えさし」が、昨年に

※６月30日現在

議員

新しい議員さんです

（敬称略・順不同）

議員の職務執行者変更届が出されましたので、お知らせいたします。

㈱青森銀行弘前支店

弘南観光開発㈱

執行役員支店長

取締役社長

成田

晋

芦田

忠徳

