2010.12.4 東北新幹線全線開業！！

ヘッドライン
◇「たか丸くん」活用で
売り上げＵＰ‼…2面
◇SOCO COCOで販路拡大 …2面
◇２日で学ぶ実践
経営戦略策定講座…3面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp
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１部120円
送料込み

NO.638
〒 036-8567

TEL 0172（33）4111

大会最終審査会が８月22日、弘前市民会館で開

八戸東高校、八戸聖ウルスラ学院高校、三沢高

催されました。今年で10回目を迎える今回の応

校が出場し、このうち弘前実業高校が堂々3位

募総数は、前回を672点も上回る4,455点（46都

に輝きました。地元校ということで多くの応援

道府県・233校）の応募があり、デザイン画に

者が駆けつけており、受賞の瞬間ではひときわ

よる一次審査を勝ち抜いた40チーム（32都道府

多くの拍手や歓声が送られていました。

（購読料は会費の中に含まれています。）

衣装を披露しました。

上位受賞校ならびに審査員作品講評は下の囲
みのとおりです。

審査の結果、京都共栄学園高校が優勝し、第
10回大会記念の副賞であるパリ招待が贈られま

［審査員作品講評］

した。これは、大会を高く評価する協力企業

「今回上位になった作品は服の完成度よりも今

が、「一流に触れ、多くのものを得て欲しい」

後の可能性を感じられるものを選びました。こ

という思いで提供したもので、パリコレクショ

れからも身近なもののなかに自分の得意なこと

ン見学のほか、在住デザイナーのアトリエ訪問

を見つけて色々なことにどんどん行動してほし

など予定されています。

い。」

賞
優
準
優
第
３
審 査 員 特 別

学
勝
勝
位
賞

審 査 員 特 別 賞
（中野裕通賞）
審 査 員 特 別 賞
（廣川玉枝賞）
観
客
賞
（来場者が選ぶ優秀作品賞）
キ
ラ
リ
賞
（出場校担当教員が自校以外の優れた学校に提供する賞）

校

名

京都府（私立）
京都共栄学園高校
東京都（専門学校）
学校法人古屋学園二葉ファッションアカデミー
青森県（県立）
弘前実業高校
石川県（県立）
工業高校
沖縄県（県立）
那覇工業高校
岐阜県（県立）
大垣桜高校
奈良県（県立）
高円高校
東京都（専門学校）
学校法人古屋学園二葉ファッションアカデミー

作
品
名
Line drawing
図書委員
sparkly
Simple style
フォークとスプーン
Packing
大和金魚
図書委員

ファッション
甲子園2010

第三位の弘前実業高校。透明なホースにビーズや発泡スチロー
ルなどをいれ、光るように仕上げている。“個性を輝かせる”
という思いを衣装で表現した。

県・37校）が高校生らしい瑞々しい感性溢れる

FAX 0172（35）1877

優勝の京都共栄学園高校。毛糸を編み込み樹脂でつくった衣
装は、同じように作られた一〇〇円ショップのカゴをみて思
いついた作品とのこと。“毛糸の妖精”を表現した。

また、最終審査には本県から弘前実業高校、

青森県弘前市上鞘師町 18-1

弘前商工会議所

キラリ輝く個性を表現 地元の弘実３位入賞

全国高等学校ファッションデザイン選手権

９
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「たか丸くん」を活用して商売繁盛‼
弘前城築城400年祭で売り上げＵＰ‼
2011年にせまった弘前城築城400年祭まであ

訃報 下山徳弘前常議員ご逝去
当所前常議員の下山徳弘氏

す。お問い合せは、下記のとおりです。

と３カ月あまりとなりました。
弘前城築城400年祭実行委員会では、弘前城
築城400年祭マスコットキャラクター「たか丸く

（㈱陸奥新報社前社長、相談

昨年11月に誕生した「たか丸くん」は市内の

役）が８月９日にご逝去され

様々な催事に登場し、知名度も急上昇してお

ました。行年81歳。下山氏は

り、行く先々で子供や女性を

平成４年３月に当所議員に就

ん」や2011年放送のＮＨＫ大河ドラマ「江
（ごう） 中心に大変な人気者となって

任、平成６年４月からは常議

〜姫たちの戦国〜」、2008年放送の「篤姫」の

います。これを機会に現在、

員として昨年11月末まで７期17年にわたって会

題字で有名な、弘前市の書家・菊池錦子さんが

お店で販売している商品パッ

議所活動にご尽力いただきました。この間、観

揮 毫 した弘前城築城400年祭の題字などのデザ

ケージに「たか丸くん」のマ

光文化委員長として当市の観光振興に寄与され

イン使用について、市民や企業に広く活用して

ークを入れてみませんか。売

もらうため、無料で提供しています。

れ行きが伸びるかもしれませ

き ごう

シンボルマーク等の使用については、会社の

んよ!!

たほか、労働福祉委員長として永年勤続優良従
弘前城
築城400年祭
マスコットキャラクター
「たか丸くん」

業員表彰式の指揮を執るなど地域経済の振興に
多大なる貢献をされました。また、㈱陸奥新報

名刺やお店の包装紙、商品パッケージや商品

［お問い合わせ］

名、また、例えばたか丸くんをモチーフとした

弘前市弘前城築城400年祭推進室

か、弘前観光コンベンション協会会長、青森県

お菓子や雑貨などを作って販売する商業目的の

TEL40-7017（直通）

観光連盟理事長、青森県民謡手踊り保存推進協

使用も無料としています。

弘前城築城400年祭ホームページ

議会会長を務めるなど、幅広い分野でご活躍を

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/

されました。

なお、使用する際には、弘前城築城400年祭
実行委員会への使用承認申請が必要となりま

hirosaki400th/index.html

ＳＯＣＯ ＣＯＣＯ
（そこ ここ）首都圏販路開拓へチャレンジ
そ

こ

こ

こ

社社長として数々の業界の要職を歴任されたほ

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ねぷたまつり皆勤・精勤賞受賞者

経済産業省中小企業庁では、「日本全国の其処此処でうまれた魅力ある産品」を製造販売する

今年度のねぷたまつり期間中（８／１〜８／

中小事業者が、首都圏にて販路を開拓することを目的として、地域産品販路開拓機会提供支援事

７日）、皆勤、精勤でご参加いただいた当所議

業「SOCO COCO（そこ ここ）」の参加事業者を募集しています。

員をご紹介いたします。

参加事業者は、まず下記事務局にエントリーします。その後、首都圏の百貨店や高級スー

＜皆勤賞＞

パー、エキナカのバイヤー向けの商品選定会に出品対象となる商品を送ります。その選定会にて

清藤哲夫副会頭、菊池清二副会頭、張山國男常

興味を持った百貨店等で実際に期間販売ができるようになります。期間販売では、参加事業者に

議員、鈴木順三常議員、小笠原潤議員、相馬憲

よる対面販売も可能で、お客様の声を直接聞くこともできます。

保議員、阿保鉄幸議員、吉田耕一議員

首都圏大手百貨店との取引に繋がる可能性のある事業なので、下記事務局より詳細情報を確認
し、検討してみてはいかがでしょうか？

＜精勤賞＞

■SOCO COCO運営事務局
〒150-0001

渋谷区神宮前3-27-19

（以上８名）
永澤弘夫副会頭、西谷洌常議員、北村裕志常議

㈱クレオ内

電話：03-3470-5330

FAX：03-5413-0552

ホームページ：http://www.socococo2010.jp/

員、櫛引利貞常議員、鎌田興治監事、奈良岡弘
議員、工藤由蔵議員、小山悟議員、築舘正弘議

弘前地区オフィス町内会の加入会員を募集します！

員（以上９名）
今年のねぷたまつりへの出陣団体数は84団体

オフィス町内会とは、古紙を無料で回収するネットワークです。

と過去最多となり、期間中の人出は昨年より

青森県は全国でもごみの排出量が多く、特に事業者から排出される燃やせるごみの中に古紙が

５万人多い163万人でした。前半は突然の一時

多く含まれているため、そのリサイクルがあまり進んでいない状況にあります。
古紙を燃やせるごみとして処分していた事業者は、有料で処分費用を支払うところを無料で回
収することにより、燃やせるごみの減量化になるため、コストダウンが見込まれます。
また、環境活動へ貢献することによるイメージアップにもつながりますので、参加したい、ま
たは興味のある会員の皆様は下記までお問い合わせください。
■お問い合わせ

弘前市環境保全課リサイクル推進係

TEL35-1130

ただいま、会員増強キャンペーン中です！
当所では、事業資金・労務管理・税務申告等の経営に関する様々なご相談をお受けしております。
その他、福利厚生や各種共済制度も取り扱っております。まだご加入されていない方がおりました
ら、ぜひご紹介ください。職員がお伺いして、詳しくご説明いたします。
＜総務財政課＞

的な降雨に見舞われましたが、後半は好天に恵
まれ、観衆は弘前ねぷたを存分に楽しんでいま
した。

当所実施イベントへの
ご協賛ありがとうございます
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】
（順不同・敬称略）
油川社会保険労務士事務所、㈱菊富士、㈱三喜
屋、㈱光美容化学、ＮＴＴ東日本弘前支店、㈱
秋元、㈱エスケイケイ総合研究所、前田電子
㈱、アール・エー・ビー開発㈱
※８月31日現在
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「２日で学ぶ実践経営戦略策定講座」開催

そうだんしょ

経営環境が急激に変化する中、経営者の方に

TODAY

１

は自社の経営課題を認識し、戦略的に課題を解
決していくことが求められています。
県では、ＩＴ経営の専門家の指導のもと、事
例をもとに経営課題の抽出と経営戦略の策定方

３

職員等

専門家講師の指導のもと、実例をもとに経営

米のトレーサビリティ制度が始まります

課題の抽出と経営戦略の策定方法を学びます。

対象

10：00〜17：00

㈱ソフトアカデミーあおもり
青森市第二問屋町4-11-18

企業の経営者や経営幹部、経営戦略

策定に興味のある人、中小企業支援団体の
４

【本講座の特徴】

場所

〒030-0113

多くの方の御参加をお待ちしております

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

日時

10月１日㈮、10月８日㈮
２

法について学ぶ研修会を開催します。
問 い
合わせ

３

講師

各回15名程度

ＮＰＯ法人ＩＴＣあおもり

理事・事務局長
５

参加費

計30名程度

澤田

徳寿氏

無料

（１日目）段ボール業者が下請け体質から脱却

（但し実費のテキスト代1,400円をいただ

トレーサビリティとは、米及びその加工品の

し直販を行っていくという経営改革事例をもと

きます。）

移動を追跡するための仕組みであり、米穀事業

に演習を行い、事業分析から戦略策定までを実

者は入出荷の記録（22年10月から）と産地情報

際に体験します。

の伝達（23年７月から）が義務づけられます。

○社長の思いを形にする

農業者を含めて販売、輸入、加工、製造又は

てみる

６

お申込み方法
参加希望の方は、９月24日㈮までに、ＦＡＸ

○戦略目標を立て

○自社の顧客は誰か

又は電子メールにより新産業創造課情報産業振
興グループ（電話017-734-9418）までお申込み

提供の事業を行うすべての皆さんが対象であ

○会社の強みや弱みは何か

り、対象品目は米穀（玄米、精米等）のほか、

き姿は

米粉、米菓生地、米こうじ等の中間原材料、

（２日目）１日目の成果を踏まえ、自社の事業

い。http://www.pref.aomori.lg.jp

弁当、おにぎり等の米飯類、もち、だんご、米

分析・経営戦略策定を行います。

（「産業・雇用・労働」ページに掲載中）

菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりんです。

○会社のあるべ

○どうやって実現するかなど

ください。
詳しくは、県庁ホームページをご覧くださ

これはオススメ！ 相続・贈与税が納税猶予
税金の支払いで後継者への事業承継が心配だ
…こんな悩みを抱えていませんか？
後継者が、経済産業大臣の認定を受けた会社

・贈与により取得した※対象株式の課税価額の
全額に対応する贈与税額
※後継者が既に保有していた議決権を含めて発

の株式を先代経営者から相続または贈与により

行済議決権総数の２／３を上限とする。

取得した場合において、株式に関わる相続税ま

【納税猶予期間中の要件】

たは贈与税の納税が猶予されます。

猶予されている期間中は、雇用８割維持（５

【手続きの流れ】

年間）や株式継続保有などの要件あり。

①経済産業大臣の事前確認→②相続または贈与

【猶予税額が免除される主な場合】

→③経済産業大臣の認定→④税務申告→⑤納税

詳細については、青森農政事務所地域第一課

〜 事業承継 〜

後継者がその死亡時まで対象株式を継続保有

猶予期間中、定期的に税務署等へ報告

していた場合等は、納税猶予されていた相続税

【利用できる後継者の方】

または贈与税は免除

・先代経営者の親族で会社の代表者となる方

その他、制度ご利用にあたっての様々な要件

（弘前市大字高田1-10-9、TEL0172-27-6180）

（※贈与の場合は贈与の３年以上前から、相続

があります。事業承継問題でお悩みの方は、

にお問い合わせください。

の場合は相続の直前から会社の役員に就任して

当課までご連絡ください。＜経営支援課＞

人材バンク
希望職種

希望
月収

住所

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

職歴・経験等

学歴・免許・資格等

希望勤務地
時
間

弘前及び近郊

専門学校卒
准看護師
1 准看護師 24 大鰐町 （外来・病棟勤務） 普通運転免許
13年 准看護師

不

一般事務
9年 短大卒
2 一般事務 12 藤崎町 組立・製造 2年 普通運転免許
生命保険事務 1年

弘前市・黒石市
不 問

りんご販売・管理
22年
3 一般事務 25 弘前市 肥料・農薬・油類
販売
3年

問

高卒 普通運転免許
弘前及び近郊
乙４危険物取扱者
毒物・劇物取扱者 8:00〜
フォークリフト運転
18:00
技能講習
他

4

販売員

電子組版・
大学卒
用紙断裁 普通運転免許
20 弘前市
25年 ワープロ検定３級

5

販売員

20 弘前市

6

調理

弘前及び近郊
9:00〜
17:00
弘前市内

ファッション
高卒
アドバイザー 普通運転免許
33年

不

調理・接客 3年 高卒
18 弘前市 ガソリンスタンド 普通運転免許
店員
1年 危険物乙４

不

7

販売員

ＣＲ・モーター製造
3年
15 弘前市 フォークリフト・除雪
機等の営業及びメン
テナンス
1年

8

葬儀師

葬儀関連業務 5年 大型自動車免許
20 大鰐町 弁当調理
5年 食品衛生管理者

問

弘前市内
問

短大卒普通運転免許
危険物取扱者乙四類
弘前市内
フォークリフト高所作業者
ガス溶接 アーク溶接
不 問
パソコン３級
高卒

普通運転免許 弘前市内

不

問

高卒 普通運転免許
弘前及び近郊
電子部品製造12年
電気機械
9 組立・修理 15 弘前市 電気工事 3ケ月 危険物取扱者乙種４類 不 問
簿記３級

10

舗 装
作業員

20 弘前市

道路舗装
11年
計器類取付・修理 高卒 普通運転免許 弘前及び近郊
1年 大型特殊自動車免許 8:00〜
電気機器などの配線 車輛系建設機械
18:00
運転技能者
1年

※希望月収…本人希望によるものです。

いること）。
・相続または贈与の結果、同族関係者と併せて
議決権の過半数を有し、同族関係者の中で筆頭
株主となる方
尚、先代経営者も同様の議決権要件を満たし
ていたことが必要となります。
【対象となる会社】
中小企業基本法に規定する非上場会社
【納税猶予される相続税または贈与税の額】
・相続により取得した※対象株式の課税価額の
80％に対応する相続税額

新規学卒予定者対象
求人票の早期提出を
平成23年３月学校卒業予定者を対象とする求人の
採用選考が開始となりました。新規学卒予定者の採
用を予定又は検討されている場合は、優秀な人材を
確保し、より一層の地元雇用の促進を図るため、早
期の求人票提出にご理解、ご協力をお願いします。
受付窓口 弘前公共職業安定所
求人企画部門（３番窓口）
TEL0172-38-8609（内線31）
※詳しくは弘前公共職業安定所へお問い合わせくだ
さい。

４

第 638 号

平成 22 年９月 15 日

弘前かいぎしょ TODAY

12部会から９部会体制への新部会組織がスタート！
〜任期満了に伴う議員改選に係る２号議員を新部会で選任へ〜

ものづくりのローカルコミュニティ
スペース「楽市ＢＯＸ」

７月27日に開催の臨時議員総会で議決した、

す。なお、各部会への２号議員の割当数に関し

ＮＰＯ法人ＥＣＯリパブリック白神（渋谷拓

部会再編成に伴う定款変更がこのたび認可を受

ては、９月15日開催の常議員会において決定さ

弥代表）では、ルネスアベニュー（弘前市土手

け、新しい部会組織がスタートしました。

れ、その後、10月８日までの期間内に各部会総

町）２階にて中心市街地の活性化と起業や独立

会が開催されます。

開業者を支援するため、楽市楽座を運営してい

今年は議員改選年にあたり、現在、議員選挙
日程に基づき作業が進められておりますが、今

会員各位へは各部会総会のご案内いたします

回の部会再編成に伴い、次期の２号議員の選任

ので、ご出席とあわせてご自分の所属部会のご

８月からは楽市楽座内で、ものづくりレン

（定数35人）は新しい部会で行うこととなりま

確認をいただきますようお願い申し上げます。

タルスペース「楽市ＢＯＸ」を設置しました。

旧部会名

主な所属業種

「楽市ＢＯＸ」は地域の宝であるものづくり文

３１０

酒類・茶・食肉・乾物・菓子・パン・米穀類・鮮魚・精肉・
調味料等食料品・野菜・りんご等の果実・飲料の各
種製造・加工・卸売・小売業・食品スーパー等

化を大事にして、ものづくりをしている人を支

生 活 商 業

４５４

時計・カメラ・めがね・宝石・貴金属・書籍・文房具・
教材・楽器・娯楽用品・スポーツ用品・家具・イン
テリア用品・ペット・衣料・見廻り品・生活関連商
品の各種卸売・小売業（食品、建設資材、自動車除く）
・
百貨店等

工

業

１２５

金属製品・一般機械器具・繊維製品・紙製品・化学製品・
精密機械機器・漆器等製造業（飲食品を除く）等

建

設

５９６

総合工事業、職別工事業、設備工事業、建築設計・
土木コンサルタント、建設関係資材卸売業等

部会員数

食 品 小 売

１８６

生活関連小売

１７８

文化用品小売

２２９

卸

１２５

製 造・加 工

１８２

建

設

３３１

建 設 関 連

２６３

新部会名

部会員数

食 品・農 産 物

財

１２３

金 融・不 動 産

１８４

銀行、信用金庫、信用組合、証券業、生命保険・損害保険
業、不動産取引・賃貸業、総合リース業、駐車場、弁護士・
公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務
士・土地家屋調査士事務所、経営コンサルタント等

運 輸・交 通

２１２

運 輸・交 通

２１５

鉄道業、旅客・貨物運送業、自動車・自動車部品卸売・小
売業、
自動車整備業、倉庫業、
ガソリンスタンド等

料 飲・観 光

２６７

料 飲・観 光

２６６

飲食店、旅館・ホテル、旅行業、観光施設等

専門サービス

２４８

医 療 福 祉
専門サービス

２５０

医療業、老人福祉業、理美容業、警備業、建物管理、一般・産業廃
棄物処理業、遊技業、葬祭業、人材派遣業、その他サービス業等

情 報・不 動 産

１９３

情報・教育文化

１３７

通信業、放送業、デザイン業、広告業、各種学校、個人授業業、印刷業等

理

合

計

２,５３７

ます。

合

計

２,５３７

援することを目的としています。
システムは、運営側で販売員を配置し、ス
ペース内に設置した棚などを一段単位でレンタ
ルし、少額の月額賃料と売上に応じた手数料を
徴収する仕組みで、出展者側は少ない経費で自
分の作った作品や商品を展示販売できます。
プロ、アマ問わず出展者を募集しており、商
売として利用するほか、趣味で作った作品を一
般の方に披露したいという方も大歓迎です。お
問い合せは下記のとおりです。
＜レンタル料金一例＞（写真の例）
棚段１段900㎜×450㎜×600㎜（中段）
賃料3,000円／月、手数料

売上の10%

※その他、フックが利用できるパーテーション
スペースなど様々な形態の作品が陳列できま
＜まちそだて課＞

す。

※会員数は平成22年３月31日現在

出展された津軽塗など
＜お問い合わせ＞
ＮＰＯ法人ＥＣＯリパブリック白神
TEL0172-29-4093
第10回弘前商工会議所「街づくり大賞」大募集！

弘前商工会議所
『街づくり大賞』
〒０３６−８３５４

青森支社 弘前営業所
弘前市上鞘師町１８−１
弘前商工会議所会館４Ｆ
ＴＥＬ ０１７２−３３−５７４４

は、弘前市内の商
工や農業をはじめ
とした、各分野で
の活動を通して地域の発展に寄与し、活力ある

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

街づくりに貢献された方々を発掘・調査・顕彰
して、その不断の努力と功績を称えるために制
定されたものです。
今年で10回目を迎える『街づくり大賞』への
多数のご応募・ご推薦をお待ちしております。
※詳しくは折込みチラシをご覧ください。

