東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます
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（購読料は会費の中に含まれています。）

東日本大震災被災者に通常議員総会で哀悼の意
震災復興支援と中期行動計画に基づく平成23年度事業計画・収支予算を承認
総会では、昨年10月末での任期満了に伴う顧

動計画に基づく事業予算も含めて、総額２億

問・参与、常設委員会委員の委嘱などの庶務報

9,140万円となっています。【会計及び科目別

告をはじめ、年度内に採択された各種補助金事

の規模、内訳については、４面に掲載のカラー

業の概要や今年度３年ぶりに全回答が寄せられ

円グラフをご覧ください。】

た弘前市に対する重点要望事項への回答等の報

て、弘前地域企業短期景況観測調査
（弘前短観）

面の都合上、弘前市に対する要望事項の主な回

結果及び東日本大震災に係る緊急調査の報告と

答内容は次号以降に掲載いたします）

ドテヒロ売却に係る経過報告がなされました。

引き続き、平成22年度の各会計補正予算案、
第200回通常議員総会が３月28日、当所会館

新年度の事業計画案並びに収支予算案等が審議

２階大ホールにおいて開催され、82名（委任状

され原案通り承認されました。今回の事業計画

出席含む）が出席し、総会の冒頭、東日本大震

は、昨年11月の永澤会頭の就任を受けて、新戸

災の犠牲になられた方々に対して出席者一同で

部前会頭の取り組んできた「行動する弘前商工

黙とうを行い、哀悼の意を捧げました。

会議所」を継承しつつ、さらに一歩先を行く商

引き続き挨拶に立った永澤会頭は、「被災地

工会議所として「地域を先導する弘前商工会議

の被害は未曾有の規模となり、政府・自治体に

所」を行動指針に掲げ、新たに策定した中期行

おいてはあらゆる手段を総動員して被災地の

動計画を反映させた内容となっています。主な

救援に全力をあげてほしい。この国難とも言う

事業として、建議活動の強化、まちそだての推

べき非常事態を乗り切るためには、官民一体と

進、中小企業の支援強化、組織・財政基盤の強

なって果敢に取り組んでいく必要がある」と述

化の四つの活動テーマを基本とした諸事業の展

べ、さらに被災地における支援策を打ち出して

開のほか、弘前城築城400年祭に係る記念事業

いる弘前市の葛西市長からの実行段階における

の実施や商工業に関する技術技能のさらなる普

協力依頼について、「行政との連携強化を図り

及として各種検定試験等の適正な運営等の内容

関係団体一丸となって総力をあげて被災地の復

が盛り込まれており、あわせて東日本大震災復

興に向けての力強い支援をしていきたい」との

興支援に係る事業の展開についても承認されま

回答をしている旨を述べ、出席議員に対して、 した。
あたたかい支援と協力を要請いたしました。

また、案件審議終了後には、その他報告とし

告がなされました。（大震災関連記事による紙

なお、平成23年度予算については、中期行

（ドテヒロの経過報告については、２面をご覧
ください）

平成23年度事業計画
重点事項及び新規項目等
第１
⑴
第２
⑴

意見活動の強化
時流を捉えた的確な建議
まちそだての推進
産業そだての推進
①弘前ブランドセンター設立に向けた調査研究
②りんごゼロエミッションプロジェクトの推進
⑵ まちそだての推進
①函館商工会議所との交流の推進
②弘前城築城400年祭に係る記念事業の実施
第３ 中小企業支援の強化
⑴ 情報の収集と発信
①弘前地域企業短期景況観測調査
（弘前短観）
の充実
⑵ 経営支援の充実
⑶ 雇用環境の整備
①企業人材育成支援事業の実施
⑷ 関係支援機関との連携強化
第４ 組織・財政基盤の強化
⑴ 組織運営基盤の強化
⑵ 財政基盤の強化
⑶ 広報事業の強化
①一般市民への会議所活動の周知活動実施
第５ 商工業に関する技術技能のさらなる普及
⑴ 各種検定試験等の実施

東日本大震災のお見舞いと市民による義援金募金の実施について
平成23年３月11日発生の大地震により、被災されました皆さまに心からお見舞い申し上げます。
弘前商工会議所では、東北地方の太平洋沿岸部を中心とする被災地の災害が未曾有の規模となっておりますことから、一日も早い復興がなされ
ますよう、市民の皆さまと連携しての被災者への義援金募金を実施いたしております。
つきましては、下記により、新たに義援金専用口座を開設いたしておりますので、皆さまのご支援・ご協力をお願い申し上げます。
なお、当所では、取引関連業者等への影響も懸念されますことから、「特別相談窓口」を開設いたしておりますので、あわせてご案内申し上げ
ます。
※義援金は全額被災地区への寄付といたし、税法上の取扱いは、募金団体を経由する寄付金に該当となります。
■募金受付 下記口座に振込願います（当所窓口でもお受けします）
【金融機関振込口座】 ※名義はいずれも 弘前商工会議所 会頭 永澤弘夫
青森銀行弘前支店
普通口座 ３０２８１９９
東奥信用金庫本店
普通口座 １１８５６２８
みちのく銀行弘前営業部 普通口座 ２６４４９３１
青い森信用金庫弘前支店 普通口座 １１２８５７３
※すでに募金にご協力いただいている際には、ご容赦願います。
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〜ド テ ヒ ロ の 売 却 交 渉 が 大 詰 め に〜

通常議員総会席上で経過を報告

第200回通常議員総会の議案審議終了後にそ

として活用する予定です（相手先の会社名につ

の他報告として、ドテヒロの売却に係る経過報

いては、先方からの申し出により、正式契約ま

現在、ドテヒロについては、土地改良などの

告がなされ、当所が所有のドテヒロの約８割の

では伏せていただきたいとのことで公表できな

地下工事を進めていることから、工事終了後に

土地について、約１億8,300万円で売却するこ

い旨を説明）。

結果を確認したうえで本契約の交渉に入る予定

とで相手先のマンション開発業者との間で交渉

交わしている旨が報告されました。

現段階での売却予定は総面積約2,573㎡のう

としており、取り交わした書類の期限が５月31

ち2,122㎡で、売却価格は一坪あたり28万5,000

日までとなっていることから、５月中を目途に

業者では分譲マンションを建設し、残る土地

の合計１億8,295万円となっており、３月25日

今後本契約に向けての準備を進めていくことに

についても当面は賃貸契約によりモデルルーム

付で開発業者との間で「不動産買い付け証」を

しています。

がまとまった旨が説明されました。

〜長寿と還暦議員に議員総会で記念品贈呈〜

東日本大震災復興を願う
御祓いをあわせて実施

緊急アンケートご協力ありがとうございました
当所では、東日本大震災被災地避難者受入れに関するアンケート調査を実施いたしました。
緊急の調査にもかかわらず、多くの会員の皆様にご協力いただきましたことに衷心より御礼申
し上げます。
調査結果につきましては、回答数が365件となりました。この中で、就労支援（雇用）が可能
な事業所数は32件で、受入人数は最大で123人になりました。
また、避難者受入れが可能な施設を所有する事業所数は21件で、最大で199人の受入れが可能
という結果になりました。
以上の調査結果
（詳細）
は、弘前市の担当部局に情報提供し有効に役立てさせていただきます。
※受入れ可能人数については、○人〜○人と回答されたものは大きい値を採用。若干名と回
答されたものは２人で集計しております。
＜情報調査課＞

もっとひろさき 〜まちそだて大使からの提言〜
恒例の当所議員による親睦を兼ねての「長寿
と還暦を祝う会」の記念品贈呈が通常議員総会

「まちそだて大使制

このWiFi環境とタブレット型端末を利用した

度」は、当商工会議所が

「シャトルバス『ねぶたん号』の走行位置案内

今後さらなる地域振興を

（バスロケーション）」を行っていました。お

図るために、任命大使か

そらくあの状況ではロケーションサービスの恩

ら助言・提案等をいただ

恵を受ける利用者は皆無といえます。むしろ、

く独自の制度です。

おなじ機器・回線を関係者および一般に開放す

今回は、先月号に続き、弘前大学人文学部を

ることで、前述のようなケースの解消および観

本祝う会は、ここ数年総会終了後の懇親会と

卒業され、現在はフリーランスで各種まちづく

光客向けのインターネット利用サービスを展開

あわせて開催されてきましたが、今年は東日本

り活動などに関わる函館市在住の田村昌弘（た

できたはずです。

大震災の影響により懇親会を中止としたことか

むらまさひろ）大使からの提案である「弘前市

WiFi環境が地方でなかなか拡がらない事情

ら、総会席上での記念品贈呈という運びとなり

内におけるWiFi環境の整備」
に関する続編です。

ました。

提言：弘前市内におけるWiFi環境の整備を！

の席上で行われました。

確たるデータは用意できませんが、以下のよ
うな理由から、地方においては、サービス需給

当日は、総会の開催に先立ち、正副会頭が立

先般、東北新幹線の青森開業を機に新青森駅

の関係のなかで、意外にも供給側が参入しづら

会いのもと当所会館において御祓いの儀を執り

を訪れたときのことです。新青森駅コンコース

いニッチなサービスであるのではないかと私は

行いましたが、今回は東日本大震災の復興祈願

で開設していた臨時の観光窓口で、「インター

推察します。

もあわせて実施いたしました。

ネットの自由使用ができる場所はどこか？」を

□回線借用の協力要請が不可欠

総会席上では、平成23年中に傘寿、喜寿、古

尋ねたところ、対応した方は、私の質問の主旨

回線使用料を負担してはコスト過多となるた

稀の長寿並びに還暦の節目を迎えられる議員８

を理解できない様子で、携帯電話を使ってどこ

め、各拠点での既存回線使用の借用協力要請お

人（欠席４人）に永澤会頭より記念品を贈呈、

かに尋ねてみるものの、結局全うな答えを得る

よび無償協力が不可欠です。

傘寿を迎えた山崎賢議員らがお礼のことばと今

ことはできませんでした。私の経験から申し上

□不通等の障害発生時には、現場対応が必要な

後の抱負などを述べました。

げれば、こうした観光案内をする場合には、手

こと

なお、本祝う会は、平成４年に議員有志によ

元にインターネット端末さえ用意すれば、質問

遠隔管理が現時点では技術上困難であり、万

る「還暦の祝い」としてスタートして以来、今

の主旨の理解から的確な答えまで、すべてに対

が一の不通等の障害発生時には、現場での対応

年で20回を数えることとなりました。

応できたことでしょう。このことはなにもＩＴ

が必要となり技術者の待機を要することになり

今回の議員該当者は次のとおりです。
≪傘寿≫（数え80歳）

に関する質問に限らず、あらゆる情報にアクセ

ます。このことに対しては、技術ボランティア

スできるインターネット環境があれば、担当者

の協力を得ることが望ましいです。

山崎賢

議員

≪喜寿≫（数え77歳）
田澤勝春

相談役議員、木村康雄

加藤順治

相談役議員

議員、

≪古稀≫（数え70歳）
寺崎忠光

議員

石川雅祥

常議員、齊藤嘉春
常議員

このような課題があるなかでは、行政・商工

く、あらゆる問い合わせに的確に答えられるは

会議所・観光コンベンション協会あるいは非営

ずです。実は臨時案内窓口などをこうした場所

利団体等がその実施主体となることが、地方で

に開設する際にもWiFi環境にあれば、インター

の事業実施のためのポイントになるものと考え

ネット端末を利用した案内ができるわけで、さ

ます。

らには、だれもが自らのパソコンを利用して情

≪還暦≫（満60歳）
榊美樹

のあいまいな記憶や関心・経験に頼るだけでな

報にアクセス環境もできるわけです。
常議員、

以上、今回は田村昌弘大使からのご提言を続
編としてご紹介いたしましたが、紙面の都合に

さらに象徴的だったことは、あたらしくでき

より次号において提言のまとめについて掲載

た新青森駅および青森駅前の観光案内所では、

させていただきます。なお、当所では田村大使
からの提案につい
て、今後の事業推
進の参考とさせて
いただくことにし
ております。
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県サポート資金に震災被害枠

そうだんしょ

TODAY

この度の東日本大震災に伴う間接被害によ

中小企業相談所
問 い
合わせ
ýýýýýýýTEL
（33）4111 FAX
（35）1877

貸付制度の説明会を開催します
青森県の平成23年度貸付制度説明会が下記日

③地震災害により、売掛債権回収の長期化又は

り、事業活動に影響を受けている県内中小企業

不能が生じているもの

者を支援するため、経営安定化サポート資金に

⑶

「平成23年東北地方太平洋沖地震中小企業経

薦を受けていること

⑴及び⑵のいずれか該当する方で当所の推

営安定枠」を新たに創設しましたのでご活用く

ご融資の条件

ださい。

■融資限度額

4,000万円

ご利用いただける方

■融 資 利 率

①1.0％
②・③1.5％

次のいずれにも該当する方
⑴

県内に事業所を有する中小企業者

■融 資 期 間

10年以内（うち据置２年以内）

⑵

保

必要に応じて徴求

人

原則として法人の方は代表者の

平成23年東日本大震災（地震による津波及

■担

程で開催されます。各機関の担当者から貸付制

び火災を含む。以下「地震災害」）に伴う間接

■保

度について直接説明を聞くことができる絶好の

被害により、事業活動に影響を受けており、次

機会ですので、ぜひご参加ください。

のいずれかの要件を満たすもの

■保 証 料 率

◆日時

証

み、個人の方は不要
原則年0.45％〜1.90％

平成23年４月18日㈪

①地震災害発生後、最近１ヶ月を含む今後３ヶ

（担保の有無等に応じた割引制度や、特別な保

14：00〜15：30

月間の売上高又は受注高もしくは経常利益が、

証料率が適用される場合あり）

◆場所

弘前商工会議所会館３階301号室

過去３ヶ年のいずれかの年の同時期と比較して

◆内容

①青森県特別保証融資制度

10％以上減少すると見込まれるもの

②工場整備促進資金等

②地震災害発生後、最近１ヶ月を含む今後３ヶ

③設備資金貸付、設備貸与制度

月間の売上高又は受注高もしくは経常利益が、

のご利用となります。

④経営診断、経営相談

過去３ヶ年のいずれかの年の同時期と比較して

※詳細については、担当課までお問い合わせく

⑤弘前市の融資制度

５％以上10％未満減少すると見込まれるもの

ださい。

⑥日本政策金融公庫融資制度

融資を受けるには、取扱金融機関の融資審
査及び信用保証協会の保証審査が必要です。
融資額は、各企業の信用保証枠の範囲内で

＜経営支援課＞

事業主も労災保険に入りませんか？

労災保険特別加入制度のご案内

⑦東京中小企業投資育成㈱の説明
⑧個別相談

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、

◆当会館駐車場は１時間無料
※個別相談をご希望の方は、事前にお申し込

労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保

みください。申し込み、問い合わせは担当課ま

護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別

で。

加入制度です。
＜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）
希望勤務地
間

職歴・経験等

学歴・免許・資格等 時

板柳町近郊
8:30〜
17:30

高卒
普通免許
警備員検定１級

弘前市内
不 問

販売員

道路ライン、土木作
17 弘前市 業
１年他

高卒
普通免許

弘前及び近郊
不 問

販売員

フェイス・ボディマ
ッサージ
１年
パソコン操作指導
15 弘前市
１年
ダイオキシン分析
３年

高卒
普通免許
エクセル・ワード２級

弘前市内
10:00〜
19:00

1 一般事務

2 営業事務 15 弘前市 空港保安検査 ３年

〈特別加入の範囲〉
特別加入ができる中小事業主とは、
常時300人（金融・保険・不動産・小売業の場合は50人、卸
売・サービス業の場合100人）以下の労働者を使用する事業主及び労働者以外で当該事業に従事

高専卒 普通免許 大
型２種免許 ホームヘ
ルパー２級 １級土木
施工管理技士 ２級造
園施工管理技士
他

有償ボランティア
（介護）事務、輸送
37 板柳町 その他全般
３年
土木工事
24年

弘前商工会議所労働保険事務組合では、中小事業主向けの労災保険特別加入制度の手続きを行
っております。

する方（事業主の家族従事者や法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など）。
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用し
ている場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
〈特別加入の手続きについて〉
新たに特別加入を申請する場合は、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託しているこ

3

4

5

印刷前・後の紙を断
機械部品
12 大鰐町
裁、製本
18年
製
造

高卒
普通免許
ホームヘルパー２級

自動ラインでプリン

弘前及び近郊
不 問

ター組立
１年
機械部品
6 製
造 14 弘前市 道路の区画線引きの
アシスタント ２年

高卒
普通免許

弘前及び近郊
8:00〜
20:00

コンクリート打設作
３年
大工工事
32年

高卒
普通免許

弘前市内
8:00〜
17:00

他

7 建設作業 20 弘前市 業

8

遊技場
ホール

遊技場ホール、機械

他

高卒
普通免許

板柳町及び近郊
不 問

建設営業、
現場管理、
中卒
20 弘前市 ＣＡＤ等全般 ４年 普通免許
建築大工
16年

弘前市内
8:00〜
17:00

15 板柳町 メンテナンス、入れ
替え作業等

２年

と、雇用する労働者について保険関係が成立していること、この２つの要件を満たすことが必要
です。詳しくは担当課までお問い合わせください。

＜経営支援課＞

好評
『なんでも相談室』 お気軽にご相談ください!!
ご好評をいただいている「なんでも相談会」は、本年度も引き続き毎月第３水曜日を相談日と
してスタートいたします。
●開 催 日

４月20日㈬・５月18日㈬

（※以降、原則第３水曜日）

●時

13：00〜17：00

所

間

●相談内容

●場

当会館５階相談コーナー

許認可申請他法律全般について

※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、事前にご連絡く
ださいますようお願いいたします。

＜経営支援課＞

「さくら共済」にご加入ください！
４月１日から28日まで『さくら共済』春のキャンペーンを実施しています。
『さくら共済』は、会員事業所のみが加入できる１口800円からのとてもお得な共済制度です。
また、ガンや病気、不慮の事故による死亡や入院時の保障に加え、当所独自の給付制度があ

9

10

建築大工

清

掃

タクシー乗務 11年
14年

10 弘前市 弁当販売

中卒
普通免許
普通２種免許

※希望月収…本人希望によるものです。

弘前市内
8:00〜
17:00

り、結婚や出産の祝金、健康診断助成金、事故・通院・入院の際の見舞金など福利厚生面も非常
に充実しています。さらに、キャンペーン期間中にご加入された方にはもれなく粗品を差し上げ
ております。アクサ生命保険の推進員が事業所を訪問させていただきますので、是非この機会に
ご加入ください。
詳細については先月号の折込チラシをご覧いただくか、担当課までお気軽にお問い合わせくだ
さい。

＜総務財政課＞
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平成23年４月15日

弘前かいぎしょ TODAY
ファッションの都

今年も開催決定！

第６回古都ひろさき花火の集い

パリに第10回ファッション甲子園優勝校を派遣

「古都ひろさき花火の集い」を今年も開催い

パリコレクションの様子

エスモードインターナショナル
パリ校の見学研修

たします。今年の開催にあたりましては、東日
本大震災の犠牲者の皆様に哀悼の意を表し、被
災地の一刻も早い復興を願う大会にしたいとい
う思いから、企業協賛と個人協賛チケット売り
上げの10％を義援金として復興支援に役立てて
いただきます。
また、今年は弘前城築城400年祭の年です。
市民の皆様にも元気を与えることができるよう
な花火大会にしたいと思います。
日

時

り続けている世界的に有名な刺繍のアトリエ）
普段、見学体験出来ない場所だけに、先生・

平成23年６月18日㈯
19：30打ち揚げ開始

会

場

岩木川河川敷運動場

生徒も大感激で「一生忘れる事の出来ない貴重
な体験になった」と大喜びでした。
短い滞在期間の中で、観光はヴェルサイユ宮
殿・ライトアップされたエッフェル塔・凱旋門
ファッション甲子園実行委員会（弘前商工
会議所・青森県アパレル工業会・青森県・弘前
市）は、エスモードジャポン、エスモードイン

を車中から見物するだけでしたが、皆さんその
素晴らしさに圧倒されていました。
今回訪問した学校・メゾンには多くの日本の

ＭＩＫＩの協賛

若者が留学・勤務しています。300名以上のエ

を得て、第10回全国高等学校ファッションデザ

スモードパリ校卒業生が、パリのメゾン他世界

イン選手権大会（ファッション甲子園2010）

中で活躍しているそうです。今回の案内役の松

優勝校京都共栄学園高等学校の３名（先生１

田さんもエスモードパリ校卒業生であり、自ら

名・生徒２名）を、４泊６日の日程でパリ研修

ブランドを立ち上げ、セレクトショップに販売

企業広告協賛募集中！当日パンフレット・会場

に派遣しました。

しています。

アナウンス・招待観覧席等各種特典あり！

ターナショナル、ＰＡＲＩＳ

また、パリの学生にファッション甲子園の話

研修内容

企業ＰＲ花火・願掛け花火募集中！

①エスモードインターナショナルパリ校の見

をしたところよく知られており、事務局も意を

企業・団体ＰＲ花火：スターマイン（限定５発）

学・研修（創立170年、世界最初のファッショ

強くしました。今後未来に思いを馳せ、描いた

市民願掛け花火：７号玉（限定10発）

ン教育機関、14ケ国21校の世界最大ネットワー

夢に向き合う高校生を応援する場を提供し、未

☆ボランティアスタッフ募集中!!

クを有する）。

来を創造する「ファッション甲子園」を発展さ

■お申し込み／お問い合わせ

②2011〜12年秋冬プレタポルテコレクション

せていきたいと思います。

ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局担当

（３月１日〜９日）、メゾン90社のコレクショ

＜まちそだて課＞

ンの中からＬＥＯＮＡＲＤ（レオナール）と、
今注目の若手日本デザイナー堀海斗・古館郁の
ブランドＣＯＭＭＵＵＮ（コミューン）パリコ

今月号でお伝えする予定となっていた、

レクション見学。

ファッション甲子園実行委員会「日本クリ

③仏で200年以上の歴史がある、メゾン・ルサー

エイション大賞」特別賞受賞の表彰式の様

ジュ見学。（シャネル、ディオール、サンロー

子ですが、このたびの震災のため、式が中

ランなどの美しいオートクチュールドレスの刺
繍製作、それら刺繍装飾芸術の技術と伝統を守
平成
年度

23

1 会計規模

予算状況

一般会計
68,384千円

（23.5％）

止となりましたことをご報告いたします。

特退金会計
7,335千円
（2.5％）

交付金
52,160千円
（17.9％）

会費・負担金
45,990千円
（15.8％）

平成23年度会費の振込用紙を４月20日にお
送りする予定です。
納入期限は５月31日となっておりますの
で、期限内のご納入をお願いいたします。
なお、振込用紙に記載されている金融機関
にて、手数料無料でご納入いただけます。

収入の部

千円
事業特別会計

事業収入

155,147千円
（53.2％）

181,619千円
（62.3％）

事業費

その他
1,718千円
（0.6％）
繰出金
9,917千円
（3.4％）

今年度総額

291,404

平成23年度会費納入のお願い

繰入金
9,917千円
（3.4％）

2 科目別規模

相談所会計
60,538千円
（20.8％）

＜情報調査課＞

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

公課分担金
13,440千円
（4.6％）

その他
29,486千円
（10.1％）

98,814千円
（33.9％）
※相談所経営
改善事業費
含む

支出の部
管理費
28,471千円
（9.8％）
会館維持費
41,472千円
（14.2％）

給与費
69,804千円
（24.0％）

