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エスモードパリロビー

パリで広がる 弘前ブランド
〜弘前商工会議所７年目の取り組み〜

津軽打刃物に興味を示すバイヤー

メゾン・エ・オブジェ
清藤副会頭視察

メゾン・エ・オブジェ
ブナコブース

2011年１月19日㈬・20日㈭の２日間、パリ三越エトワールにて“ＪＡＰＡＮ
ブランドエキジビション商談会in Paris”、１月21日㈮〜25日㈫の５日間、パ
リ・メゾン・エ・オブジェが開催されました。当所からは、両会場に「弘前な
空間デザイン」ブランディングプロジェクト成果品が出展し、好評を博しまし
た。
また、弘前からメゾン・エ・オブジェにＪＥＴＲＯ枠でＢＵＮＡＣＯブース
もH5B actuel に出展し講評を博しました。
それぞれ50を超える商談が行われその場で受注を受けた商品もありました。
今年度は、当所清藤副会頭・弘前市商工観光部山田部長の展示会視察、展示
会関係者及びファッション甲子園優勝校を招待するエスモードパリ校表敬訪問
等トップセールスもあり今後の弘前ブランド展開に弾みをつけることができま
した。
「弘前な空間デザイン」ブランディングプロジェクトはＪＡＰＡＮブランド
育成支援事業1年目で、津軽塗・津軽打刃物・こぎん刺し・木工等の弘前の地
域資源を束ね、欧州向けに「キッチン・ダイニング」というテーマに絞った商
品開発を実施してきました。その集大成として、今年度のメゾン・エ・オブ
ジェではテーブルウェア商品が集うH3 la tableに出展しました。
また、一昨年度から取引開始したパリISSE& cieにおいて、２月２日から３
月末の“Expostion crafts de Tsugaru”「弘前フェア」を実施しています。過
去７年間の欧州展示・商談会出展を経て構築された人的ネットワークが花開
き、新たなビジネスチャンスを掴みつつあります。今後も欧州への展開をパリ
中心に進めていく予定です。
これからも、弘前地域の資源に光をあて、弘前の「もの」「こと」「とこ
ろ」の特徴を活かした「空間」デザインを提案していきます。次年度以降は
「あらたな空間デザイン」に挑戦する予定です。今後も職人さん達の頑張りに
期待してください。
＜まちそだて課＞

エトワール津軽塗商談成立

エトワール人気の津軽打刃物

エスモードパリ授業風景

ファッション甲子園優勝校招待・中央
エスモードパリ校長（学校玄関前）

こぎん刺し・木工商談風景
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弘前市に対する重点要望事項 30 項目を提出
平成23年度

弘前市に対する重点要望事項一覧

Ⅰ「未来を育む学術と文化のまちづくり」

（※は新規項目）

未来を支える子ども達の笑顔があふれ元気に育つための

1 環境づくりの推進について

Ⅱ「人とふれあい、人が輝く健康のまちづくり」
医療体制の整備による健康で元気に安心して暮らせるま

2 ちづくりの推進について

Ⅲ「地域資源を生かした豊かな産業のまちづくり」
観光の国際化に伴う案内板表示等受け入れ態勢の整備促

3 進について

4 「弘前感交劇場」の事業推進体制の強化について
※5 四大まつりに係る主催体制の再検証等について
6 中小企業の育成と振興を図る経済対策等の実施について
公共工事の継続的な事業実施による地元企業の振興につ

7 いて

※8 ものづくり・手仕事産業の振興等について
9 農産物の高付加価値化と販売ルートの開拓等について
（仮称）
弘前ブランドセンター構想に対する支援制度の実

※10 施について

「りんごの街のアップルパイ」
ブランド化に向けた関係団

※11 体への支援と連携について

※12 弘前市販売促進活動特別支援事業等の継続拡充について
企業誘致活動の積極的展開と雇用の安定と創出を図るた

13 めの事業者に対する積極的な支援について

※14 ひろさき実践型ジョブトレーニング事業の継続実施につ
いて

Ⅳ「安全・快適なあずましいまちづくり」
15 快適な雪国生活の確保のための雪対策の強化について
16 交通渋滞緩和策の推進について
17 観光都市としてのカラス対策の実施について

Ⅴ「都市基盤の充実した住みよいまちづくり」
弘前市中心街地活性化基本計画に基づく街づくりの推進と弘前

18 市中心市街地活性化協議会の運営等に係る支援について

弘前駅前北地区土地区画整理事業における駅前商店街側

19 の優先整備について

20 都市計画道路の整備促進等について
21 市内主要個所の街路環境等の整備について
産業会館を併設した新しい市民会館等の新設検討につい

22 て

※23 弘前城を中心とした無線LAN環境整備について
24 国庫補助等の活用による事業実施について
25 太陽光発電設置に対する補助金制度の実施について
※26 住宅建築等に係る助成制度の創設について
※27 住宅取得に係る市街化調整区域内の指定区域の増加につ
いて

Ⅵ「その他」
※28 市税等の軽減による家計に対する支援について
青森空港の単独路線解消に係る国、
県、
関係機関に対する

※29 要望活動の実施と航空割安料金等の設定について

市民参加イベント等への弘前市職員ボランティアの積極

※30 参加について

当所では、昨年12月27日に平成23年度の弘前市に対する重点要望事項として市政全般にわたる30項目
を弘前市長並びに弘前市議会議長宛てに提出いたしました。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が、主な要望内容は次のとお
りです。
〔要望４〕「弘前感交劇場事業」の推進体制の強化について：東北新幹線全線開業に伴い観光客の増加が
期待されるなか、先人から引き継いだ自然・文化・産業などの誇れる文化観光資源をさらに磨き上げ、
その魅力を高めていくためにも、事業及び実行組織の再検討を行うなど事業推進体制の強化を要望。
〔要望６〕中小企業の育成と振興を図る経済対策等の実施について：厳しい経済状況のなか、経営基盤
の強化を図るためにも、弘前市融資制度の拡充強化を要望（①貸付総額８百万円を１千万円に拡大、②
保証期間５年以内を６年以内に延長、③利息の補給期間２年を２年６カ月へ延長）。あわせて、小規模
事業者支援制度の創設並びに新規事業、創業者支援制度の拡充を要望。
〔要望７〕公共工事の継続的な事業実施による地元企業の振興について：国・県の助成事業、補助事業
に係る発注機会の増大とその他物品調達も含む地元企業への優先発注を要望。あわせて、地元企業の振
興に資する適切な公共工事入札制度の確立に向けた協議会の設立を要望。
〔要望８〕ものづくり・手仕事産業の振興等について：製造業や修理業など技術力の必要な職業の後継
者不足と技術の承継に資するためにも、高校生等に対する一定期間の職業体験制度の創設や若年者の早
期離職の解決に向けた取り組みをはじめ、雇用の維持増加に対する助成制度など、ものづくり担い手育
成に係る支援制度の創設を要望。あわせて、地元産品活用の公共調達を促進する“ＢＵＹひろさき”運
動の積極的実施等を要望。
〔要望９〕農産物の高付加価値化と販売ルートの開拓等について：地元農産物の二次加工等による高付
加価値化等による農業と商工業の振興を図るための農林部と商工観光部の連携による行政の積極的支
援と参画を要望。特に当所でも取り組んでいる農商工連携による「りんごゼロエミッションプロジェク
ト」の推進を要望。
〔要望17〕観光都市としてのカラス対策の実施について：カラス被害の減少を実現するためにも、カラ
スの実態を市民に公表しての「街なかカラス対策の強化」の実行と抜本的な対策として、捕獲駆除によ
るカラスの個体数減少対策の実施を要望。
〔要望23〕弘前城を中心とした無線ＬＡＮ環境整備について：東北新幹線全線開業、弘前城築城400年
祭の好機をとらえ、観光客がモバイル端末機器で無線ＬＡＮを活用し、現在過去未来を体感できる情報
の発信を行い、訪れた人に次の行動を促す情報を与え、市内を回遊する仕組みの構築を目指すために
も、弘前城を中心とした早急な無線ＬＡＮ環境整備について要望。
（※本要望については、函館在住の弘前まちそだて大使である田村昌弘氏からも「弘前市内におけるＷ
ｉＦｉ環境の整備について」と題し、同趣旨の提言をいただいておりますので、今後の会報でご紹介い
たします）
以上のほか、具体的な項目として、子どもたちが笑顔で元気に暮らせる環境づくりの推進として、職
場体験や武道教育の奨励と子育て支援。観光の国際化に伴う英語・中国語・韓国語の案内表示の整備促
進や主要観光施設及び観光関連業務従事者向けの語学研修や講習会の実施。雪対策の強化として、除雪
の効率化と除排雪業者による格差の解消と適切な指導。中心市街地活性化のための街づくりの推進及び
複合商業施設ジョッパルの再生支援。各種交通渋滞緩和策の推進と都市計画道路３・３・２号線の山道
町開通後の工事凍結に伴う不具合解消のための解決策の早期推進。ＪＲ弘前駅城東口から国道７号線ま
での街路環境の整備と市内各地区における街灯の整備と設置状況の再点検による地域格差の解消。太陽
光発電設置及び地元企業への発注によるリフォームを含む住宅建築に対する助成制度の創設実施など、
市政全般にわたる要望となっています。
なお、今回の要望事項については、弘前市に対して２月末までの回答を求めております。

永年勤続表彰 おめでとうございます
当所と弘前市では毎年共催により、永年勤続優良従業員表
彰式を開催しております。これは市内の事業所に永年勤務さ
れ、弘前市商工業の発展に尽くされた方々の労を称えるもの
です。
今回表彰されるのは、28事業所から推薦され、当所労働福
祉委員会で審査・承認された74名の方々です。
勤続年数30年以上で、日本商工会議所会頭と当所会頭と
の連名表彰の対象となる方が14名（右名簿）、弘前市長と当
所会頭との連名表彰の対象となる方のうち、20年〜29年は24
名、10年〜19年は36名となっています。
表彰されます皆様の永年のご努力を称えると共に、今後の
益々のご活躍をご期待いたします。

＜情報調査課＞
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光
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32年 五十嵐
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個別指導いたします

確定申告はお早めに！

秋田谷融範 前議員ご逝去

３

当所前議員の秋田谷融範氏

当所では、所得税と消費税の確定申告について、個別指導を実施いたします。ご来場の際は、

（㈱ユニーク代表取締役会

確定申告書等の書類、売上や経費などの額をまとめたもの（総勘定元帳や経営管理ノートな

長）が１月10日にご逝去され

ど）、年金などの源泉徴収票や各種控除証明書、国民健康保険料の領収書、昨年の決算書・申告

ました。行年60歳。秋田谷氏

書の控え、認印等をご持参ください。なお、例年申告期限が近づくほど混み合い、お客様にご不

は平成10年11月に当所議員に

便をおかけすることとなりますので、早めに済ませましょう。

就任、昨年10月末まで４期12
年にわたって会議所活動にご尽力いただきまし

ｅ−Ｔａｘでスマートな申告を！

た。この間、部会選出の２号議員として旧専門

出が省略可能になる、③還付金がスピーディーといったメリットがあります。当所ではＩＣカー

サービス部会の副部会長を務められるなど、理

ドリーダライタを備えておりますので、ご希望の方はご相談ください。

美容業界をはじめ地域経済の振興発展に多大な

●期

間

平成23年２月16日㈬〜３月15日㈫

る貢献をされました。

●時

間

9:00〜17:00まで（但し、土・日曜はお休み。）

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ｅ−Ｔａｘを利用して申告すると、①最高５，０００円の税額控除を受けられる、②添付書類の提

※申告最終日の３月15日㈫については、午前中までにご相談をお済ませください。
●場

弘前商工会議所5階相談コーナー

税理士特別相談日

そうだんしょ

●開催日

TODAY

●時

税理士が来所し、税務相談に応じます。

２月23日㈬、３月４日㈮、３月10日㈭、３月14日㈪

間

10：00〜16：00
＜経営支援課＞

経営ハンドブックを活用しましょう！

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

所

当所では、経営に役立つハンドブックを3種

やすく解説します。インターネットを活用した

類ご用意しました。内容を簡単に紹介します。

情報発信と情報収集に取り組んでみませんか。

①「超低リスク戦略で成功する飲食店経営」
飲食店を経営している方、これから経営しよ
うとする方必見！失敗につながるリスクを回避

「なんでも相談会」開催中
ご好評の「なんでも相談会」ですが、今年度

供します。
②「ドラッカーに学ぶこれからの経営」
話題のドラッカーに関するハンドブックで

２月16日㈬、3月16日㈬

●時

間

13：00〜17：00

す。ドラッカーの経営に関する理論を、「もし

●場

所

当会館５階相談コーナー

もドラッカーがあなたの会社を訪れたら」とい

許認可申請他法律全般について

う仮定のもとに、わかりやすく解説します。

●相談内容

※お待ち頂くことのないよう予約制とさせてい
ただきます。相談ご希望の方は、事前にご連絡
＜経営支援課＞

人材バンク
希望
月収

住所

1 一般事務 16 弘前市

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

機械部品製造ライン
検査等
2年
荷受受付事務 3年 大卒
伝票入力事務、
配達
11年

普通免許

9年

経理事務

2年

弘前市内

短大卒 普通免許
8:30〜
医療事務2級

18:00

5 経理事務 15 弘前市

税理士事務補助
弘前市内
16年 高卒 普通免許
簿記2級 珠算3級 8:30〜
他
17:00

6

ホームセンターでの
販売・品だし・発注
5年
物置・フェンス等の
組立
2年 他

18 弘前市

高卒 普通免許
大型運転免許 大型特
殊免許 けん引免許
車両系建設機械
（整地
等）
運転技能者 他

青森県内
不 問

生命保険営業 1年
宿泊施設
7
10 弘前市
中卒 普通免許
他
接 客

弘前及び近郊
9:00〜
17:00

新幹線の保守モニタ 高卒 各種
8 電気機械 16 弘前市 検査・搬入
5年 普通免許
器具製造

弘前及び近郊
不 問

高卒 普通免許
住宅・建物・道路の 1級配管技能士
15年 配管責任技術者

9

配

管

25 弘前市 配管

10

配

達

・
13 西目屋村 自動車販売営業
整備
31年

弘前及び近郊
8:00〜
17:00
他

高卒 普通免許
大型運転免許 車両系
建設機械
（整地等）
運転
技能者 フォークリフト
小型移動式クレーン

※希望月収…本人希望によるものです。

事業資金の利率低減措置については、平成23年３月31日までとなっております。この機会に是
非日本公庫へのお申し込みをご検討ください。

基準利率2.25％⇒1.75％（利率は平成23年２月９日現在）

3 一般事務

医療事務

0.5％のディスカウント！取扱期限迫る！

弘前及び近郊
8:30〜
18:00

弘前市
高卒 普通免許
遊技場ホール 3年 ホームヘルパー2級 黒石市
15 平川市
他 フォークリフト
8:00〜
簿記2級
18:00

4 医療事務 12 弘前市 営業・総務・

日本政策金融公庫 国民生活事業からのお知らせ

＜運転資金の利率低減＞セーフティネット貸付

2 一般事務

売

ツイッター（twitter）の基本的な使い方か

弘前及び近郊
不 問

高卒 普通免許
経理・労務・
13年 簿記3級
20 弘前市 発注事務
生命保険営業 1年 第1種衛生管理者

販

③「ツイッターで商売を広げる方法」
ら商売に活用する方法までを、図入りで分かり

ください。

希望職種

＜経営支援課＞

することで成功率を高めるための経営方法を提

の相談日は次の通りです。
●開催日

いずれも先着順・在庫限りでの配布ですの
で、ご希望の方はお早めにどうぞ。

弘前市内
8:30〜
17:00

業況が悪化している方および雇用維持・拡大を図る方の運転資金の利率を最大0.5％引下げます。
＜設備資金の利率低減＞設備資金の利率を当初２年間0.5％引下げます。
「国の教育ローン」は固定金利で長期の返済が可能！
○ご融資額

学生・生徒お一人につき300万円以内

○お使い道

学校納付金（入学金、授業料など）、
入在学のための住居費用（敷金、家賃など）、

教科書代、パソコン購入費、通学費用、学生の国民年金保険料など
○ご返済期間

15年以内（交通遺児家庭または母子家庭の方については18年以内）

○元金措置期間

在学期間内（元金措置期間はご返済期間に含まれます。）

○保

証

（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

○利

率

年2.75％（母子家庭2.35％）

＜お問い合わせ先＞
〒036-8354

日本政策金融公庫

（利率は平成23年２月９日現在）
弘前支店

国民生活事業

弘前市上鞘師町18-1（弘前商工会議所会館内）

TEL：0172-36-6303

FAX：0172-33-3903

担当

柳田、平井、佐藤、狩野

4

第 643 号

弘前かいぎしょ TODAY

平成 23 年２月 15 日

青森の良さをアピール 〜全国商工会議所観光振興大会 in 青森〜
１，2００人が全国から集まり、盛大に開催
２月３日、青森市文化会館で、平成22年度全国商工会議所観光振興大会in
青森本大会が開催され、当所から議員、女性会、青年部合わせて50名が参加
しました。この大会は、日本商工会議所が、地域における観光に対する意識
改革と普及啓発を図り、まちづくり運動の一環として、観光振興を推進する
ことを目的に全国各地で開催しており、今年度は、青森県商工会議所連合
会が、東北新幹線全線開業に合わせて誘致して実現しました。大会テーマは
「旅と健康」〜ヘルシーな青森流のおもてなし〜。津軽三味線の演奏で盛大
に歓迎セレモニーが始まり、日本商工会議所岡村会頭の挨拶で幕を開けまし
た。基調講演では、「次世代ツーリズムの思想と手法」、「味な夢に翔ぶ」
と題して、また、パネルディスカッションでは、「『旅と健康』新しい価値
創造にむけて」と題してそれぞれ開催し、興味深くメモをとる参加者の姿が
見られました。交流会では、大間のマグロに代表される海の幸や地酒に加
え、県内各地の伝統芸能が披露され、盛会のうちに終了しました。
分科会で「弘前感交劇場」をアピール
翌日弘前を舞台に開催した第２分科会では、「世界自然遺産から学ぶヘル
スツーリズム」をテーマに会場を白神山地ビジターセンターに移し、当所ま
ちそだて大使で㈱田中デザインオフィス代表取締役、工学博士の田中央氏を
講師に迎え、「弘前感交劇場のとりくみ」〜世界自然遺産のめぐみに感謝〜
と題して講演会を開催。その後のエキスカーションでは、市内観光とけの汁
を中心とした郷土料理を堪能していただき、九州四国地方を中心とした約70

パネルディスカッション「旅と健康」新しい価値創造に向けて

名の参加者は、満足気に帰宅の路につきました。

りんごの街のアップルパイ

｢食べくらべカフェ」＆「アンテナショップ」オープン
当所では「アップルパイの
販路拡大ＰＲによるスイーツ
産業の振興」と「『りんごの
街のアップルパイ』のブラン
ド化による新たな観光・物産
分科会講師の田中央氏

「弘前感交劇場のとりくみ」講演に聞き入る参加者

コンテンツの発掘」を事業目
的として、㈳弘前観光コンベ
ンション協会、㈳弘前市物産
協会とともに、弘前市販売促
進活動特別支援事業の助成を
受け、市内複数店のアップル
パイを楽しめるアップルパイ

にぎわう市立観光館内「さくらはうす」
の「アンテナショップ」と「食
べくらべカフェ」をオープンしました。
アンテナショップでは市内６店舗以上のアップルパイを品揃えしてお
り、全種類のアップルパイを購入するお客様も目立ちます。食べくらべ
カフェは６店舗の一口サイズのアップルパイをワンプレートにして 500 円
（飲物別）で提供しており、観光客にも喜ばれているようです。
営業日は、３月までの土日祝日で毎週品揃えを替えることで多くの店舗
のアップルパイを取り扱えるようにしております。営業時間は 11 時から
となっています（数量限定）。
【アンテナショップ】
りんごの家（弘前市りんご公園）、チーズケーキファクトリー（ルネスア
ベニュー）、さくらはうす（弘前市立観光館）の３箇所
【食べくらべカフェ】
りんごの家、チーズケーキファクトリー、大正浪漫喫茶室（藤田記念庭園
洋館内）の３箇所
＜まちそだて課＞

商工会議所会館

貸会場をご利用下さい！
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

