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賀正
年頭のご挨拶

ご 挨 拶

「地域を先導する
弘前商工会議所を目指して」
会頭
平成23年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上
げます。
昨年11月、当商工会議所任期満了に伴う役員
改選にあたり、臨時議員総会において、推され

永澤

弘前市長

葛西

弘夫

憲之

よう、引き続き中心市街地活性化協議会に対す

平成23年の新年を迎え、弘前商工会議所会員

る強力な支援をしていくとともに、今後とも、

の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申し上げま

弘前感交劇場の一翼を担いつつ、その内容の充

す。

実に寄与していく所存であります。

貴会議所におかれましては、昨年の11月に永

て第41代の会頭に就任いたしました。厳しい経

三つ目には、中小企業の支援強化でありま

澤弘夫新会頭のもと、新役員体制でスタートさ

済情勢のもと、商工会議所に課せられた重大な

す。厳しい経済状況の中、会員の大方を占める

れ、決意を新たに新年をお迎えのこととお喜び

使命を痛感し、微力ながら地域経済社会発展の

中小企業者の方々を念頭におきながら、活路開

申し上げます。

ため、最善の努力を尽くしていく覚悟でありま

拓のための地域密着型の経営相談を推進すると

市においては、私がマニフェストで掲げた政

すので、皆様方の倍旧のご支援をお願い申し上

ともに、今年度から独自に始めた「弘前短観」

策を新たな総合計画として位置づけた「弘前市

げます。

の内容充実に努めるなど、迅速で的確な調査事

アクションプラン2010」を昨年10月に策定して

業を展開して参ります。

おります。

わが国経済は、昨年前半に持ち直しの動きが
見られたものの、現在は足踏み状態が続いてお

四つ目には、組織と財政基盤の強化でありま

地域経済が依然として低迷が続く中、アク

ります。今後、景気の持ち直しが期待されるも

す。新たに９部会に再編された部会活動のさら

ションプランに基づき、商工業や観光産業の振

のの、デフレの影響に加え、依然として高い為

なる活性化とともに、青年部、女性会の活動と

興策はもとより、各種施策をスピード感をもっ

替水準など、先行きの不透明感は払しょくでき

一体的な取り組みをして幅広く活動できるよ

て着実に実行して「子ども達の笑顔あふれる弘

ておらず、特に中小企業や地域経済はいまだ極

う、その環境づくりに努めて参ります。また、

前づくり」の実現に邁進してまいる所存であり

めて厳しい状況が続いています。

会員増強による組織率の向上を目指すととも

ます。

こうした中、このたびの会頭就任にあたり、
新戸部前会頭が取り組んでこられた行動する商

に、新たな収益事業の検討も行い財政基盤の強
化を図って参ります。

また、本年は、東北新幹線新青森駅開業効果
や弘前城築城400年祭の開催により、交流人口

工会議所を継承しつつ、私はさらに一歩先を行

以上申し述べました四つの柱を基本として、

を確実に増加させ、観光関連産業のみならず、

く商工会議所を目指し、目標として「地域を先

一歩先を行く商工会議所となるべく、地域経済

産業界全体の活性化につなげる、まさに、弘前

導する弘前商工会議所」を掲げ、次の四つの柱

を明るい希望の持てる未来へ誘導していくた

市にとって千載一遇の好機の年であります。

を基本とした諸事業を展開して参りたいと思い

め、「地域を先導する弘前商工会議所」を目指

ます。

して参ります。

この好機を逃すことなく、戦略的かつ持続的
に事業展開を図っていくためには、車の両輪の

まず一つ目には、建議活動の強化でありま

そして、この「地域を先導する弘前商工会議

関係である経済界と行政が、より一層連携して

す。国、県をはじめ弘前市に対する意見・要望

所」を実現していくためには、時代の変化に即

事業展開をしていくべきであると考えておりま

活動につきまして、時流を捉えた的確な建議活

応できる事務局職員を育成するとともに、役

す。

動をして参ります。

員・議員はもとより会員各位の積極的な参画と

貴会議所の皆様におかれましては、今後と

二つ目は、まちそだての推進であります。地

ご協力が必要不可欠でございますので、皆様方

も、当市経済界のリーダー役として、地域経済

場産業及び伝統的工芸品産業の振興育成をはじ

のご理解とご支援を賜わりますよう重ねてお願

活性化のため、ご尽力を賜りますようお願い申

め、農商工連携による加工食品の高付加価値商

いを申し上げる次第であります。

し上げます。

品の開発に取り組みながら、新たなブランド商

本年が皆様方にとりまして最良の年となりま

終わりに、弘前商工会議所並びに会員の皆様

品づくりや、ものづくりを担う人材の育成に資

すことを祈念申し上げ、新年のご挨拶といたし

にとりまして、幸多き年となりますことを祈念

する事業などを展開して参ります。また、まち

ます。

申し上げまして、新春のご挨拶といたします。

なかの賑わいを創出する事業の実施が図られる
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委
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担当副会頭

菊池

清二

【工藤委員長】（司会）新年あけましておめで

ん素晴らしかった。私は新幹線によく乗ります

観光・物産を中心にだいぶ賑わいを見せており

とうございます。本日は、昨年４月に市長に就

が、これまで経験したことのない快適な乗り心

ますが、５年後には函館開業が控えています。

任された葛西憲之様、そして昨年１１月に当所の

地で、大変満足しております。ＪＲの技術力は

一過性のものではなくて軸が太い、ビジネス

新会頭に選任された永澤会頭をゲストにお迎

すごいものだと、改めて感じました。

チャンスに直結するような方策を官民一体と

えし、「かいぎしょＴＯＤＡＹ新春特別対談」

【市長】新青森−八戸間が30分です。これは弘

なって考えていかなければなりません。

と題し、お二方に2011年に向けての抱負などを

前と八戸がつながったということも意味するも

新幹線効果は経済と文化の両面で考えなけれ

伺って参ります。

のだと思っております。経済面でのつながりが

ばならないと思います。今の段階では観光・物

強化されたことを実感しています。

産が頑張っていますが、さらに青森、津軽の伝

【司会】葛西市長、この開業は弘前にとってど

統文化を首都圏へ運んで行くぞという気概を持

ういう効果があるとお考えですか。

つ必要があるのではないでしょうか。

新幹線開業をビジネスチャンスに！！
【司会】いよいよ東北新幹線が全線開業し、新

【市長】東京と青森が近くなり、観光客が増え

函館が開業したからといって、東京と青森が

青森駅に「はやて」が来たわけですが、もうす

るわけですから、当然観光産業にとっては一大

遠くなってしまうわけではありません。便利な

でに市長、会頭はご乗車なさいましたか。

チャンスになります。そして、津軽が最も恩恵

ものはそのまま残るわけですから、逆に北海道

【市長】私は最初の便に乗せていただきまし

を受ける地域になるだろうと思っています。ま

の南の部分もこちらに引き込んでくるくらい

た。揺れが非常に少なくとても快適で、ここに

た、大きなビジネスチャンスも迎えることがで

の意気込みで頑張っていただきたい。新幹線開

最高峰の鉄道技術があるのだな、と感心しま

きるでしょう。首都圏に営業活動もしやすくな

業１つで市民全員が「幸福」を共有することは

した。また、青森に着く直前にトンネルから

りますし、相乗効果は多方面に及ぶと思いま

難しいでしょうが、少なくともその効果をポジ

バーッと飛び込んでくるパノラマが印象的でし

す。首都圏の文化・芸術が確実に近くなったと

ティブに受け止めていただきたい。こういう時

た。

いうのも大きいと思います。

代だからこそ「気」を強く持って、せっかく新

【会頭】私は１週間ほど遅れて乗せていただき

【司会】永澤会頭、いかがですか。

しいものができたのですから、「幸せにつなげ

ましたが、市長がおっしゃったとおり、たいへ

【会頭】開業してまだ間もない時期ですから、

ていくのだ」という気持ちが欲しいと感じてい
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るところです。

略が大事な鍵だと思っていますので、テレビコ

持っている様々なオンリー・ワン技術を最大限

【司会】新幹線開業がもたらす弘前への効果と

マーシャルから口コミまで、情報発信の枠組み

に活用していくことになるでしょう。

いうのは、築城400年をベースに、春の「さく

をしっかりつくりあげ、弘前の魅力を知っても

【司会】最近、歌手や交響楽団など、文化的な

らまつり」そして夏の「ねぷた」へとつながっ

らうところから始めなければならない。同時に

ものが文化都市弘前を素通りしている気がしま

ていくと思うのですが。

企業間の交流、物産の売り込みにもつなげてい

す。新しく大きい産業会館、文化会館をつくる

【市長】今年の築城400年祭というのは、弘前

きたいと思っています。

計画はあるのでしょうか。

が打って出るチャンスだと思っています。「こ
れを活かせなければ将来の弘前はない」くらい
の思いで１年間行動していく必要がある。その

弘前らしい都市のあり方

【市長】今はそういった考えはないです。今あ
る市民会館のキャパシティは1,400人。ただ、
弘前の様々な文化団体にとって、これはちょう

中には当然「さくらまつり」「ねぷた」などの

【司会】弘前には日本一のリンゴがあります。

どいい規模だとも言われているのです。市民

４大祭りも含まれます。しかしこれからはそれ

地場のものを愛して、経済の発展につなげると

会館は、例えばイスをピッチの広いものにする

だけに頼る観光ではすまなくなります。

いうことに関してどのような考えをお持ちです

など、マイナーチェンジをすることがあったと

か。永澤会頭、いかがでしょうか。

しても、キャパシティを上げることはできませ

れぞれがそれぞれの資源を褒めあい、みがき

【会頭】弘前のリンゴは、どこに対しても誇れ

ん。今あるものは有効に、「前川建築」という

あげるような形で、津軽全体で観光客がぐるぐ

るものだと思うし、リンゴジュースやアップル

市民の宝なのですから、それを残していくこと

る巡るようにする。広域観光をやることによっ

パイ等の二次製品は、弘前の経済の根幹を支え

が大事だと思います。

て、通年観光が生まれる。そのような観光の政

ています。これら地場の産品を弘前市民ひとり

問題は、大規模のコンサートができる場所を

策にこれからは変えていかなければならない。

ひとりが、もっと盛り上げていってほしい。ま

どこに求めるのかということになりますが、例

その一助となるべく、昨年庁舎内に新しい部

ず自分たちが愛用して、さらに県外に宣伝して

えば武道館があります。規模としては5,000人

局として、観光局を設置し、通年観光担当も置

いくのだという強い気持ちを持っていただきた

です。残響音が６〜７秒あるのが課題ですが、

きました。津軽全体の観光を、「築城400年」と

いと思うのです。

これを２秒ほどにカットできれば充分にコン

弘前と周辺都市で相互に情報交換をして、そ

「新幹線開業効果」を発射台にして、高く打ち

私は月に数回上京します。羽田空港の食事処

サートはできます。

上げていかなければならないと思っています。

のメニューには、弘前の「じょっぱり」がある

そのためにどれくらいの費用がかかるかと

【司会】東京との関係が近くなったことに関し

のです。そこで「じょっぱり」を１本飲んで、

いうと、決して手の届かないような金額ではな

て、行政としてはどのように動いていくので

「こんなおいしいお酒は飲んだことがない。

い。私はまず武道館を大きなコンサートができ

しょうか。

もう１本ちょうだい」「そんなにおいしいです

るような会場として見直すべきだと思います。

か」「こんなにおいしいのはなかなかないよ」

あるいは野外でやるといった可能性も探ってい

というやりとりを数回しました。最近では、

かなければならない。コンサートが行われるこ

「また『じょっぱり』ですか」と言われるよう

とで、若者の弘前に対する思いが全然違ってく

になりました。サクラっぽいと思われているか

ると思いますから。

もしれませんが。
青森県人はどちらかというと引っ込み思案で
すが、いざ商売となったら、人に迷惑をかける
のでなければ、少々面の皮を厚くしてでも地元
のために宣伝するのだという気持ちをお互いに
持ち合っていきたいなと思っています。小さい
ように見えるけれども、県民・市民ひとりひと
りが日々そういう思いでいると、気がついたと
開業日の弘前駅の様子

きは大きな力になって、それがブランド化して
いくのだと思います。

【市長】これからは都市間の競争が激しくなっ

【司会】葛西市長、リンゴと農家についてはい

てくるでしょう。競争力を上げていくために

かがでしょうか。

は、弘前にベンチャーなどの様々な企業が根付

【市長】リンゴについては、県内で大体45万

き、発想力を持った若い力が育つことが大事だ

トンの生産量として、40万トン程度まで流通を

と思います。すでに弘前にはオンリー・ワンの

抑え、５万トンほど輸出できれば価格の維持が

技術が随所に見られます。そういった技術を

うまくいくだろうと言われています。今、輸出

持った会社・組織同士が互いに連携を取り、技

が２万５千トンなので、2倍にしていかなくて

術を相互に使い合うといった取り組みが、新し

はならない。現在のように台湾だけに頼るので

い産業づくり、仕事づくりにつながってくるの

はなく、東アジア全域も視野に入れていく必要

だと思います。

がありますね。

弘前城築城400年祭

首都圏の情報に注意を向け続けていくことも

また、リンゴの加工も、もっとやっていかな

大事です。そこで、行政としては「在東京チー

ければならない。生果の販売だけでは、到底リ

ム」をつくりました。首都圏の情報とこちらの

ンゴ産業は浮かび上がれません。弘前市物産協

情報の相互交流がおこっていけば、様々なビジ

会によると、リンゴの加工品が約200種類だそ

【司会】県内での都市間競争はもとより、新幹

ネスチャンスが生まれてくると思うのです。ま

うです。これをもっと増やし、ヒット商品をつ

線網でつながった全国の観光都市とも競争して

た、首都圏からの誘客も考えます。メディア戦

くっていかなくてはならない。これには弘前が

いかなくてはならないと思うのですが、葛西市

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

マスコットキャラクター
「たか丸くん」
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長いかがでしょうか。

ことも必要だと思います。

アクションプランは、私が各部課長・職員と

【市長】都市にはアイデンティティが必要だと

若い方々が育っていくことに期待はしていま

６ヶ月間に渡り議論してつくったものですか

思います。弘前のそれは、津軽の中心都市とし

す。一方で、高齢化社会になるのは避けようが

ら、その数値目標もスケジュールも予算も、極

ての機能をしっかり果たすことです。そのため

ないことですから、現状に合った策も講じるべ

めて精度の高いものです。「できなかったとき

には、弘前市を中心とした定住自立圏構想をま

きではないでしょうか。

のリスクはどうするのだ」ということは、ずい

ず進めることになります。そして、弘前だけが
よければいいというのではなく、周辺を巻き込
んでの観光政策、都市間交通、医療問題といっ

弘前市と会議所の役割

ぶん言われました。ですが、私はリスクを負っ
たとしても高い目標を掲げ、市民や関係機関・
団体の役割分担をしっかり捉えて、それぞれの

たものをしっかり捉えていくことが必要だと思

【司会】永澤会頭、中心商店街の活性化につい

目標に向かって活動していくことでアクション

います。

て、いかがですか。

プランに市政に対する市民の意識を統合させて

「周辺都市にお客さんが流れている」と言わ

【会頭】私は今土手町のすぐ近くに住んでいる

いく。それをやることによって、はじめて将来

れますが、それは弘前の個店の魅力が薄れてき

のですが、生活必需品を買うのに不便を感じる

が見えてくるのだと思うのです。

ている部分があるのだと思います。そこを回復

ことがあります。もちろん車を運転すれば買

私は商工会議所や国、県の機関、各種団体そ

させるためには、若い人たちの感性や想像性を

いには行けるのですが、マンションには高齢の

れぞれが、役割に向けて最大限に力を発揮でき

反映できる環境づくりが大事です。それが個店

方々の1人暮らしが多い。そういう方々は車の

るように、一方でそのけん引役を、また一方で

の魅力につながり、都市の魅力が高まっていく

運転はしません。日用品や食料品を平易に手に

コーディネート役をやります。将来の市政は必

のだと思います。その点では、弘前が学生の街

入れにくいということでは、中心市街地のバラ

ず明るくなると確信し、強い思いでこれから市

であるということに非常に大きい要素がありま

ンスが欠けてきているような気がします。

政運営にあたります。

す。学生と教職員で約１万2000の人口がいて、

中心商店街の活性化は、全国各地で取り組ん

【司会】さて永澤会頭、商工業界と市政のつな

人口比で6.5％。大きな特徴をもった都市であ

でいる大きな問題です。もちろん行政の力も借

がりについてはどのようにお考えでしょうか。

ると言えます。

りなければできないことです。

【会頭】経済３団体といわれる商工会議所、観

また、弘前は城下町で、藩政時代から続く

第一には、そこに住んでいる方やご商売され

光コンベンション協会、物産協会があります

様々なものが残っています。資産は持っている

ている方に「盛り上げていくぞ」という強い気

が、今、弘前でその３団体は互いに意思疎通が

のですが、それらの活用となると、あまりうま

持ちを持っていただきたい。無力感を感じてい

スムーズにできている状態です。そして、その

く機能していない。資産の磨きあげを強化して

る部分もあるのかもしれないですが、明日に向

３団体に対して葛西市長は、胸襟を開いてお互

いくことで、他の都市との差異化が出てくるの

かってみんなで知恵を出し合い、新幹線開業、

いに意見交換をしよう、とおっしゃってくれて

だと思います。

築城400年を契機として、ギアを切り替え、ポ

います。

もう１つ、弘前は医療のまちでもあります。
たくさんお医者さんがいて、特に開業医が多

ジティブな発想をしていただきたいと強く願う
ところであります。

官も民も乏しい状況ですから、あれもやる、
これもやるというのは難しいでしょう。です

い。大学病院をはじめとする総合病院、まちの

東京都心で昼食をとろうとすると、どんな店

から、５年後、10年後、100年後に活きてくる

お医者さん、総合医がバランスよく配置される

でも行列ができています。ようやく座って食べ

施策に絞って、互いに知恵を出し合っていきた

と、医都弘前という展開もできるでしょう。

ると、「弘前のほうがよほどおいしい」と思う

い。市民の幸せという目指すゴールは同じなわ

のです。人口が少ないという、商売的にはマイ

けです。それに向かってお互いに頑張っていこ

ナスから始まっている部分もありますが、若干

うということでは、私は葛西市長には熱い期待

高くても、おいしいところやニーズをしっかり

を寄せています。

捉えているところには、弘前でもお客は入って
いるのです。行政のご支援という点では、財政
的に厳しい時代ですから、金融面に限らず、広
義な意味でのご支援をお願いしたい。当所とし
ても会員、議員の皆さんと知恵を出し合って、
中心市街地の活気を取り戻すための策を積極的
に打って参ります。
【司会】弘前市政のアクションプランと、今後
弘前市長

葛西

憲之

の展開について、お話しいただきたいと思いま
す。

【司会】永澤会頭、医療のまちというお話が出

【市長】私の掲げたマニフェスト、これを行政

ましたが。

計画に落とし込み、それを「弘前市アクション

【会頭】北海道の伊達市では高齢者や障がい者

プラン2010」としました。これは基本計画では

を積極的に受け入れ、医療関係、養護施設、バ

ないので、すべての行政分野を網羅したもの

【司会】葛西市長、弘前市が抱える課題も多い

リアフリーも含め、そういった方々が過ごしや

ではないのですが、基本計画を廃止して、アク

と思いますが。

すいまちづくりをすすめた結果、人口も増加に

ションプランを行政計画として位置づけました

【市長】弘前でこれから一番問題になるのは人

転じたと聞いております。確かにお金はかかり

ので、これを基にしてやります。これ以外のも

口だと思っています。現在18万３千人いる人口

ますが、介護する人が出て、産業も育つ。弘前

のについては、部長実行宣言という形でやりま

が国立社会保障・人口問題研究所で出した予測

がただ伊達市のまねをするというわけにはいか

す。各部の事務方トップが考えるこれからの部

では2035年には14万人に減る。今の４分の３で

ないだろうけれども、費用対効果なども計算し

の運営方針を明確化し、自立的な政策を行える

す。そうすると街そのものの活力が失われ、市

ながら、医療福祉も産業の１つだと考えていく

ような仕組みを導入しました。

政が立ち行かなくなる。ここをどう回復、ある

年利 1.95％（１月１日現在）

弘前商工会議所会頭

永澤

弘夫
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新春特別企画座談会
いは維持していくのか。あまりマイナス志向に

政基盤の強化」という４つの柱とその具体策を

どうすればいいのか。そのことを考える１年間

なる必要はないのですが、そこは捉えておかな

盛り込みました。その中でも特に今回力を入れ

にして、その中から１つでも後世に残すものを

ければならない。

たいのは、「まちそだての推進」の中で謳って

生み、創造をなしていく。そこに着眼点を置い

その対策として、やはり観光政策の強化が大

いる“産業そだての推進”です。弘前には素晴

て、活力ある、誇りの持てる弘前づくりの実現

きなウエイトを占めるのは間違いない。新幹線

らしい伝統工芸がたくさんあり、優れた職人さ

に向け、皆さんと共に汗を流していければと

開業、築城400年祭を契機として、交流人口を

んがたくさんいます。例えば「津軽打刃物」は

思っています。

増やしていく。ドラスチックな改善を求めるの

江戸時代に付けられたと思いますが「鍛冶町」

【司会】ありがとうございます。永澤会頭、会

であれば、交流人口を増やしていく以外にあり

という町名があるくらいですし、その技術は

員の皆様へ向かってのメッセージをお願いしま

ませんから、そこに力を入れるのは当然だと私

海外でも非常に評価が高いと聞きます。当然、

す。

は思っています。

「津軽塗」「こぎん刺し」等、津軽の伝統とし

【会頭】先程申し上げたとおり、弘前商工会議

また、これからの弘前市の将来は人材にか

て誇れるブランド品はまだたくさんあります。

所としての行動計画は策定いたしました。しか

かってくると思うのです。世界的に通用するよ

反面、注文が殺到すると職人が足りなくて、受

し、それに対してご意見がおありでしたら、い

うな人材を少ない人口の中から輩出していか

注することができないという問題もあります。

くらでも対案を示していただきたい。良い考え

なければならない。だから教育にはお金を使わ

これら諸問題を解決するために、商品開発か

があれば我々はそちらに乗ってやっていきたい

せてもらいます。教育は複合的な体系の中で進

らパテント管理、販路開拓までを「弘前ブラン

と思っています。当所の役員、議員は弘前の発

めていかなければなりませんが、そのベースに

ド」として定着させ、販売に繋げる機能・仕組

展のために頑張ろうという熱い気持ちを皆さん

「33人学級」をしっかりやっていきたい。それ

みづくりにとりくんでいこうという気持ちでお

持っています。それに対して、我々の考え以上

がこれからの市政の大きなウエイトを占めてい

ります。これもやはり、商工会議所の重要な役

の対案が出れば、面子なんていりません。すぐ

くことになります。

割だと思っています。

にそれに乗って一緒に頑張りましょうというこ
とです。

行政サービス資源がどんどん細っていく中

【司会】最後になりましたが、お二方に一言ず

で、サービスをしっかり維持していくために

ついただければと思います。葛西市長、お願い

は、市民参画を得てやらなくてはならない。あ

します。

は、物事が前に進みません。市民、会員、議員

れもこれもというのはどうしてもできなくなっ

【市長】私は、行政と経済界というのは車の両

の皆様と、少しでもベターなものを探りながら

ていくので、その水準を保っていくためには、

輪だと申し上げていますが、そこには、ほどよ

前へ進んでいくためには、やはり忌憚のない

市民参画による市政の運営というのが絶対に

い緊張感も同時に持つ必要があるのだと思って

ご意見をいただきたい。「差し障りがあるので

必要です。もちろんそれには、市議会で議論を

います。オープンに、しっかりご批判も受けな

はないか」と遠慮せずに、発言するのは自由だ

し、一方で市民との対話を進め、参画を促しな

がら、お付き合いしていければいいと思うので

し、意見はそれぞれ違って当然ですから。皆様

がら、円滑な行政運営をしていかなければなら

す。

のご意見をお待ち申し上げております。

ないと思っています。

広報委員長（司会） 工藤

武重

【司会】永澤会頭、弘前でご商売をされている
方々も、依然として苦しい状況が続いていると
思います。
【会頭】私は副会頭を務めていたとき、金融・
融資関係を担当させていただいたのですが、
感じていたのは、皆さん額に汗して頑張ってい
るけれども、なかなか売り上げが伸びない、経
営が厳しいということです。そういう方々に方
向性を示し、「それにはこういう支援がありま
す」と情報提供するのが、商工会議所の大きな
役割だと思っています。
私は、会頭に就任するにあたって、中期行動
計画を策定し、「建議活動の強化」「まちそだ
ての推進」「中小企業支援の強化」「組織・財

ただ「あのやり方では困る」というだけで

何度も申し上げますが、築城400年と新幹線

【司会】「かいぎしょＴＯＤＡＹ新春特別対

開業、これが本当によい機会になります。け

談」と題し、葛西市長、永澤会頭の新年の抱負

れどもそれは、一過性に終わらせてはならな

を伺って参りました。2011年は弘前市、商工会

い。築城400年祭においては各種イベントをは

議所が一体となって経済振興に取り組み、明る

じめ、様々なことが行われます。400年を振り

い１年となることを、確信いたしました。本日

返って、これからの400年につなげるためには

はありがとうございました。
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弘前かいぎしょ TODAY

弘前市に対する
要望事項を提出

！
新幹線効果！ 「The 津軽三味線2010」大盛況！
本場ならではの迫力溢れるステージ

市内の各所ではウエルカム
ライブも開催

「The津軽三味線2010」が、12月11日に弘前

が完売となる盛況ぶりで、当日は開場前からた

市民会館にて開催されました。５回目となる

くさんの人が会場に詰め掛けました。

当所では、去る12月24日開催の常議員会にお

今年は「魂の音、体感！津軽三味線300人大合

また東北新幹線全線開業に伴い、JR東日本

いて平成23年度の弘前市に対する重点要望事項

奏」をテーマに、民謡や手踊りも織り込みなが

やJTB各社ツアーにより県外からの旅行者が非

として市政全般にわたる30項目を機関決定し、

ら繰り広げられ、本場ならではの迫力と感動を

常に多く見かけられ、帰る際「すばらしかっ

12月27日には永澤会頭と４人の副会頭が市役所

体験できる、津軽三味線の魅力満載のステージ

た。来年も必ず来ます」と大喜びで会場をあと

を訪ね、弘前市長並びに弘前市議会議長宛てに

となりました。今年は昼の部・夜の部の前売券

にしました。

新入会員紹介
事 業 所 名

〈情報調査課〉

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,554 件 ( 特別会員含む）
代 表 者

住

㈱金入弘前営業所

石戸谷正彦

高田五丁目5−3

OA事務機、
複写機、文具、スチール家具販売

門𠀋組

藤田

元薬師堂1−9

建築工事業、土木工事業

俵元一丁目10−8

WEBコンサルティング、
WEB制作、
WEBプログ
ラミィング、WEB運営代行、
SEO・SEM

㈱イースネット弘前営業所

川村

𠀋
正弘

所

営 業 内 容

【新入特別会員】
事 業 所 名
㈱エンター津軽支店

代 表 者
小森

和雄

住

所

営 業 内 容

板柳町板柳字土井108−1

損害保険、生命保険

㈲やまこう商店

斎藤

康介

黒石市野添町65

青果物卸・小売業（店舗販売、病院の給食用等業務納品、
贈答用等りんごの全国発送、りんご等移出業）

青森モヒカンりんご園

工藤

久明

平川市広船広沢66−5

無肥料・減農薬栽培を行い、
品質向上りんごを
販売

建議書を提出いたしました。
今回の要望では「地域資源を生かした豊かな
産業のまちづくり分野の振興」を中心に、12
項目を新規に盛り込んでおります。永澤会頭か
ら要望事項を受け取った葛西市長は、「会議所
の会員の皆さんが市の発展を思って提案してい
ただいたものと思う。内容をじっくり検討して
回答し、できるものはアクションプランに組み
込んでいきたい」と語り、当所から求めた２月
末までの回答を快諾いただきました。
なお、今回の要望項目については、紙面の都
合上２月号に掲載いたします。

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

ボイラー技師 1年
4年
ビル管理
18年

高卒 普通免許
2級ボイラー技士
第2種電気工事士
危険物取扱者乙種

弘前及び近郊
不 問

1 ビル管理 20 藤崎町 自動車製造

弘前及び近郊
8:00〜
17:00
弘前市内
農作業
1年 高卒 普通免許
3 電子部品 10 弘前市 カートリッジ組立 2年 大型特殊
8:00〜
製 造
コネクタ製造 3年 農業技術検定3級
17:00
印刷、製版

3年

高卒 普通免許
2 電子部品 15 弘前市 印刷物の加工・仕上 大型免許
製 造
9年

カフェ等での販売・調理・接

4 電子部品 12 弘前市 客・食材の発注と在庫管理・ 短大卒
製 造
店長業務 他
3年
契約書・請求書作成、

5 総務事務 14 弘前市 勤怠表管理、請求書 大卒 普通免許
作成等

4年

弘前市内
9:00〜
18:00
弘前市内
9:00〜
18:00

6 一般事務 12 弘前市 教務、学務の事務

大卒 各種 普通免許
英検2級 システムアド
ミニストレータ初級
マイクロニクスオフィス
マスター 他

弘前及び近郊
8:30〜
20:00

7 一般事務 11 弘前市 保育士

短大卒 保育士
幼稚園教諭
Webクリエイター
パワーポイント
書道8段 他

弘前市内
不 問

6年
3年
他

高卒 普通免許
青森県内
電器店内での販売・
家電製品アドバイ
7年
不 問
ザー 他

8

営 業

20 弘前市 管理

9

調 理

20 弘前市 洋食調理

10

倉庫内
作 業

17 弘前市

31年

産業廃棄物焼却
施設作業
6年
学校支援員
1年
他

高卒 普通免許
調理師免許

弘前及び近郊
不 問

高卒 普通免許
2級ボイラー技士
危険物取扱乙種
高圧ガス販売主任者2級
他

弘前及び近郊
不 問

※希望月収…本人希望によるものです。

