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（購読料は会費の中に含まれています。）

ブランド化に向けたプロジェクトが採択

平成23年4月12日〜17日ミラノサローネ Wallpaper Handmade exhibition出展 道具箱【製作：㈲木村木品製作所・デザイン：㈱芦沢啓治建築設計事務所】、刃物【製作：㈲ニ唐刃物鍛造所・漆塗：Tsugaru Urushi Spirit LLC】

川上

平成23年度地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト調査研究事業（中小企業庁）
【ＪＡＰＡＮプレミアム「弘前りんご」ブランド構築プロジェクト】採択
ＪＡＰＡＮプレミアム「弘前りんご」ブランド構築をするための調査研究を、「りんごゼロエ
ミッション」を核とした視点で本年度実施します。食の安全安心に向けた生産手法の情報収集整

川下
義援金へのご協力ありがとうございました。

─被災地支援に
970万円を弘前市に寄付─

理を行い、安全安心な材料を活用した高付加価値加工品開発に向けた市場調査を行います。本調
査研究事業で下記の問題点を整理します。
①国内産地間・果実間との競争激化の現状

②輸入果実の増加による影響

③担い手の高齢化の

進行状況
上の問題点を踏まえ、具体的な解決策の方向性を調査研究します。
①老齢園地の若返りや気象災害に強い園地
生産

④農商工連携による6次産業化

②生産コストの低減

③安全安心で高品質なりんご

⑤グローバル化に向けた解決策

平成23年度ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業２年目（中小企業庁）

当所では、去る３月11日に発生した東日本大

【「弘前な空間デザイン」ブランディングプロジェクト】採択

震災による被災地の被害が未曾有の規模である

昨年度のテーマ「ダイニング・キッチン」に引き続き、今年度はテーマ「リビング」空間デザ

ことから、一日も早い復興がなされるよう、震

インで、地域の中小企業が一丸となり、地域の優れた素材である「津軽塗」「打刃物」「こぎん

災直後の３月16日から約２か月間にわたって義

刺し」「木工」等の技術を活かし、地域内産業連関によるコラボ商品の開発をもとに、「弘前な

援金募金を独自に実施して参りました。おかげ

空間デザイン」のブランド確立を目指します。

をもちまして、お寄せいただいた義援金総額は

平成17年度から継続してきた、国際見本市出展成果として平成23年２月〜３月の２か月間に渡
りパリｉｓｓｅにおいて弘前フェアを開催し、常設販売の拠点構築にまでたどり着くことができ
ました。

970万6,872円となり、去る５月30日に弘前市に
全額を寄付いたしました。
同日は永澤会頭と今回の募金の趣旨に賛同い

また、平成23年４月ミラノサローネＷａｌｌｐａｐｅｒ社展示会場のＨＡＮＤＭＡＤＥ展に出

ただいた弘前観光コンベンション協会の清藤会

展し高い評価を得ることができました。

長、弘前市物産協会の櫛引会長が弘前市長を訪

（ミラノサローネ：世界最大規模のデザイン見本市。「サローネ国際家具見本市」「サローネ国

ね、永澤会頭より、
「被災地の支援事業に役立て

際インテリア小物見本市」「サローネ国際照明機器見本市」「サローネ国際キッチン見本市」

ていただきたい」と葛西市長に目録を手渡しま

「サローネ国際オフィス見本市」「サローネ国際バス・トイレタリー見本市」「サローネ・サテ

した。これに対して葛西市長は、
「現在、被災地

リテ」といったイベントの集合した総称）

支援を集中的に行っており本当にありがたい。

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

被災地でなかなか手に入らない必要なものを弘
前で調達して届けることなども考えている」と
述べ感謝の意を表しました。
今回の義援金募金への皆様方のご協力に対し
心から感謝を申し上げますとともに、被災地の
一日も早い復興をお祈り申し上げ、義援金募金
終了のお礼とさせていただきます。
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弘前市に対する重点要望事項への回答ご報告
の継続拡充について

る必要があることから、建物の総合調査を実施

いて、弘前市からの主な回答の内容を先月号に

回答「地域経済の活性化と商店街振興組合をは

し、その結果に基づき整備を進めます。産業会

続き掲載いたします。

じめとした小売・サービス業の事業者で構成さ

館の新設については、既存の施設を有効的に活

要望項目：四大まつりに係る主催体制の再検証

れる団体の活性化を目的とした販売促進活動特

用していただきたいと考えております。また、

等について

別支援事業については、事業を実施する団体等

現在、観光館のリニューアルを計画しており、

回答「さくら・ねぷたまつりは、市・観光コン

の声を参考にしながらより活用しやすい制度と

売り場スペースの拡大等、物産販売の強化につ

ベンション協会・商工会議所の主催三者が中心

なるよう検討を進めながら引き続き実施する方

いても検討して参りたいと考えております。な

となり、また菊と紅葉まつり・雪燈籠まつりは

向で考えております。また、商業近代化資金の

お、ご要望の、市民はじめ弘前公園周辺を訪れ

上記三者を含めた運営委員会により実施してい

特例制度についても継続して実施し、中心市街

る観光客の利便性向上のための弘前市役所への

るが、まつりの運営体制やトラブル発生時の対

地区域の活性化や市内中小企業者の経営基盤の

立体駐車場の建設の検討については、市役所駐

応など改善しなければならない課題もあること

安定及び育成・振興を図って参ります」

車場の整備として、市庁舎全体の改修の中で検

から、今後よりよいまつりにするため、まつり

要望項目：ものづくり・手仕事産業の振興等に

討して参ります」

の在り方や効率的な運営体制などについて関係

ついて

者と協議して参りたい」

回答「雇用のミスマッチの解消と地場産業振興

要望項目：都市計画道路の整備促進等について

の観点から、中学・高校・大学生の地場産業へ

回答「特にご要望のあった都市計画道路３・

のインターンシップ促進のため、地場企業情報

３・２号富士見町撫牛子線の山道町交差点以南

をとりまとめ学校へ提供して参りたい。また、

に向けた交通処理の改善については、都市計画

ものづくり担い手支援については、引き続き津

の変更とともに、円滑な交通流の確保、整備効

軽塗職人の後継者育成を図るほか、職業能力開

平成23年度弘前市に対する重点要望事項につ

≪次号に続く≫

果の早期実現等を総合的に検討しながら推進し

発校への支援を行いながら技術の継承や後継

て参りたい」

者の育成をしていきたいと考えております。な

要望項目：太陽光発電設置に対する補助金の実

お、地元産品活用の公共調達を促進する“ＢＵ

施について

Ｙひろさき運動”については、貴所内に事務局

回答「補助制度については一般住宅向けとし

のある地元生産品愛用運動推進本部と連携しな

て、国と県内の一部の市町村（青森市・八戸市・

がら、キャンペーンや普及啓発運動を積極的に

七戸町・階上町）が実施しており、事業者向け

展開するとともに、市職員や市民が地元産品を

では東北グリーン電力基金や新エネルギー導入

積極的に愛用するようＰＲして参ります」

促進協議会による助成制度があります。市とし

要望項目：産業会館を併設した新しい市民会館

てはまずモデル事業として太陽光発電設備を公

等の新設検討について

共施設へ導入して参ります。ご要望については

回答「市民会館については、世界的に有名な前

今後の国・県及び他市町村の取り組みの状況を

川國男氏の建築であること、さらに建築学的価

注視し、設置を希望する事業所等の具体的な情

値の高さから重要な観光資源であり、市民の宝

報などもいただきながら検討して参ります」

として残していこうと考えております。そのた

要望項目：弘前市販売促進活動特別支援事業等

め、今ある市民会館の全体的整備計画を構築す

新入会員紹介
事 業 所 名

住

所

営

業

内

容

北新フーズ

瀬川

勝

宮川三丁目2 4

食肉卸・販売業

シャルレ代理店

佐藤

淑子

山王町8 1

女性用下着等訪問販売

㈱さくらデザインワークス

清野

浩司

向外瀬三丁目10 10

建築設計業

㈲丸菱商事

佐藤キミヨ

下湯口青柳185 1

建設資材の販売

丸義工業

田中

義壽

種市板橋349 4

左官工事

style

佐藤

直

石渡四丁目16 2

内装仕上げ（ビニールクロス、絨毯等）工事

前田重機

前田

隆

清野袋一丁目11 4

重機の卸売

㈲サンビルド

秋田

敏男

代官町15

新築住宅・リフォーム工事

N Grow

中村

繁

石渡玉水65 3

新車・中古車販売

西山

博

新鍛冶町84 1

居酒屋

北彩観光弘前営業所

小嶋

英幸

樹木一丁目19 34

観光業・観光バスの斡旋

㈱Wemet

常田あきえ

和徳町95 1

飲食店（大豆及び菜食料理）・各種イベント

鶏酒場顔晴る

大川健太郎

代官町49 4

もつ茂治

齋藤

正盛

親方町48 2

cafe bar aj

鎌田

真志

百石町12 3

インターネットカフェ

ロイヤルファクトリーベーカリー

岸田

昌信

田町五丁目6 2

パン製造販売

㈱アルティメットMC

花田

正史

城東中央五丁目3 12

成婚支援事業、司会業

耳鼻咽喉科

阪田

英介

藤崎町西豊田2丁目2 9

耳鼻咽喉科クリニック

石川岸田13 2

下宿（高校生・大学生対象）

居酒屋

魚々家

あいクリニック

パンション・ファミーユ

人材バンク
希望職種
1

希望
月収

住所

ケア
17 弘前市
マネージャー

小枝久美子

ローソン2F

備長炭を使った本格焼き鳥
ゴリラビル3F

ホルモン屋

職歴・経験等
グループホームの
管理者
3年
老人保健施設、
グル
ープホームでの介護
5年他

希望勤務地
間

学歴・免許・資格等 時
高卒 普通免許
大型・大型2種免許
ケアマネージャー
介護福祉士 ケアク
ラーク 他

弘前及び近郊
不 問

幼稚園クラス担当
短大卒 普通免許
19年
主任
2年 幼稚園教諭2種
木造建築住宅事務 保育士
1年他

弘前及び近郊
不 問

短大卒 普通免許
保育士

西・北津軽
五所川原
不 問

2

幼稚園
教諭

20 弘前市

3

保育士

13 板柳町 乳幼児の保育 1年

4 一般事務 13 弘前市

医薬品卸の事務及び
高卒 普通免許
経理補助
11年
自動車販売・整備業 日商簿記3級
の事務
15年他 珠算1級 他

弘前市内
8:30〜
17:30

5 一般事務 15 弘前市

学習熟で小・中・高
校生を対象とした 大卒 普通免許
国語、
英語の講師他 中学教諭
（国語）
3年

青森県内
不 問

電子部品製造 1年
電気基盤の修理
高卒
1年
通信教育の保守・修理 玉掛
13年他

青森県内
8:30〜
17:30

6

電子部品
20 弘前市
製造

7

貨物自動車
17 弘前市
運転

8

貨物自動車
22年
12 弘前市
運転
牛乳の配達 1年他

運送業での配達業務
2年
トラックの整備 2年
電子部品の製造
11年他

食品ルート営業

馬の飼育

7年

9

調理

15 弘前市 寿司、食材の配達・

10

警備

6 弘前市

調理

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数2,521件(特別会員含む）
代 表 者

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎38─8609）

1年他

普通免許

高卒 普通免許
大型免許 機械保全
技能士2級 大型自動
二輪 自動車整備士3級

弘前及び近郊
3:00〜
19:00

高卒 普通免許

弘前市内
8:30〜
19:30

中卒 普通免許
自動二輪免許

弘前市内
不 問

土木・建築現場、
施設
警備
5年
宿泊施設管理
（共用 高卒
部分の清掃等）
1年他

普通免許

弘前及び近郊
不 問

※希望月収…本人希望によるものです。

平成23年度会費納入のお願い
平成23年度会費納入はお済みでしょうか？
未納の方はお送りしている振込用紙での納入
をお願いいたします。
なお、振込用紙は用紙に記載されている金
融機関にて、手数料無料で納入いただけま
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そうだんしょ

TODAY

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成23年６月15日

特別保証融資限度額1,000万円に引き上げ

金融・不動産部会の要望、実る

３

震災の影響、経営安定の資金繰りにご活用を
東日本大震災により事業活動に影響を受けて

ご融資の条件

いる県内中小企業の方々の資金調達の一助とし

■融資限度額

4,000万円

て、「青森県経営安定化サポート資金」をご活

■融 資 利 率

①1.0％

用ください。

■融 資 期 間

10年以内（うち据置２年以内）

ご利用いただける方

■担

次のいずれにも該当する方

■保

⑴

県内に事業所を有する中小企業者

⑵

平成23年東日本大震災（地震による津波及

証

②及び③1.5％

保

必要に応じて徴求

人

原則として法人の方は代表者の
み、個人の方は不要

■保 証 料 率

原則年0.45〜1.90％

弘前市が実施する特別保証融資制度及び小口

び火災を含む。以下「地震災害」）に伴う間

（担保の有無等に応じた割引制度や、特別な保

零細企業特別保証融資の融資限度額が従来の

接被害により、事業活動に影響を受けてお

証料率が適用される場合あり）

800万円から両制度とも1,000万円に引き上げら

り、次のいずれかの要件を満たすもの

⑴

融資を受けるには、取扱金融機関の融資審

れました。これは金融・不動産部会（成田晋部

①地震災害発生後、最近１か月を含む今後３か

査及び信用保証協会の保証審査が必要です。

会長）が部会提言、要望したことが実現したも

月間の売上高又は受注高もしくは経常利益

⑵

のです。制度内容は以下の通り。

が、過去３か年のいずれかの年の同時期と比

■資 金 使 途

運転資金・設備資金

較して10％以上減少すると見込まれるもの

のご利用となります。
＜震災離職者雇用枠を創設＞

■融資限度額

1,000万円

②地震災害発生後、最近１か月を含む今後３か

なお、県では東日本大震災の影響により離職

■融 資 利 率

融資額は、各企業の信用保証枠の範囲内で

2.3％以内

月間の売上高又は受注高もしくは経常利益

を余儀なくされた方や他県からの避難者などの

（当初２年間は2.0％相当額を市が負担）

が、過去３か年のいずれかの年の同時期と比

雇用に取り組む県内中小企業者を金融面から支

■融 資 期 間

運転資金…５年以内

較して５％以上10％未満減少すると見込まれ

援するため、県単特別保証融資制度「青森県未

（含６か月以内の据置）

るもの

来への挑戦資金」において、低利でご利用可能

設備資金…７年以内

③地震災害により、売掛債権回収の長期化又は
不能が生じているもの

（含１年以内の据置）
■担
■保

証

保

必要に応じて徴求

⑶

人

原則として１名以上

薦を受けていること

■保 証 料 率
■申

込

先

９段階あり（市が全額負担）
取扱金融機関（青森銀行、みち

のく銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、青
森県信用組合、秋田銀行）

＜経営支援課＞

輸出品に係る証明書等の発給について

⑴及び⑵のいずれか該当する方で当所の推

な「震災離職者雇用支援枠」を創設いたしまし
たのでご活用ください。
※詳細については、当課までお問い合わせくだ
＜経営支援課＞

さい。

創業・起業支援制度
合同説明・相談会

中小企業緊急
雇用安定助成金
（雇用調整助成金）

青森県では「創業・起業したいが、どのよう
な支援制度があるのか、関係機関からまとめて

今回の東日本大震災の影響により、事業活動

今回の福島原発事故による放射性物質の流出

話を聞きたい」といったご意見にお応えして、

の縮小を余儀なくされ、社員を「休業」せざる

の影響により、日本からの輸入品に対する放射

関係機関が一堂に集まり、創業・起業支援制度

を得ない場合、休業手当を支給する事業主に対

線検査を実施し始めた国や、日本企業に対し当

に係る合同説明会及び相談会を開催します。

し、助成する制度です。

該輸出貨物への放射性物質の汚染状況について

「創業・起業に興味、関心がある方」、「創

■対

象

雇用保険の適用事業主

の証明書等を求める取引先、または国が出てき

業・起業を検討している方」、「創業・起業し

■要

件

売上高または生産量の最近※３か月

ております。

て間もない方」など、どうぞご参加ください。

間の月平均値が、その直前※３か月または前年

●開催日

７月13日㈬

同期に比べ５％減少していること
（但し、
直近の

当所では、「輸出貨物が放射性物質に汚染さ
れていない、もしくは測定値が通常の基準値以

●場

所

会館201室

決算等の経常損益が赤字であれば５％未満の減

下である」旨の証明そのものを行う事はできま

●時

間

15：00〜17：00（個別相談会）

少でも可）※一定の要件の場合、要件緩和（１

せんが、貿易登録をされている企業・個人事業

17：00〜18：00（支援制度説明会）

か月）の適用あり。

者が作成された、客観的にその内容が確認でき

18：00〜19：00（個別相談会）
制度説明会、あるいは個別相談のみの参加も可

る記述に基づく宣誓書に対してサイン証明を行
うことができますので、ご利用ください。

お問い合わせ、ご参加のお申し込みは、

■助成額

休業手当相当額の８割または９割
（目安）上限１日あたり7,505円

■期

間

認定後１年間
（更新含め最大3年間）

青森県商工労働部経営支援課ベンチャー・コミ

詳細については、ハローワーク弘前

る証明書に合致するものとは限りませんが、日

ュニティ支援グループ（TEL017-734-9374）

（TEL38-8609）へ。

本国政府が公表する環境放射能水準調査結果を

メール：keiei@pref.aomori.lg.jpまで。

この証明書は、必ずしも輸入国当局等が求め

引用する形での「輸出者宣誓文書」への事業所
の署名（サイン）を当所が認証するもので、ス
ピディーな対応が可能となります。
なお、サイン証明書の発行にあたっては、あ
らかじめ当所に「貿易事業所登録」「サイナー

＜経営支援課＞

中小企業向け

支援ガイドブック作成

＜経営支援課＞

お気軽にご相談を！
！
「なんでも相談会」
日常、事業や業務を遂行していく中で、許認
可の必要性や商取引でお困りの方は、どうぞお

（署名者）登録」を行う必要がございます。手

日本商工会議所では、補正予算による施策を

気軽にご相談ください。

続きの詳細に関しては、当課まで事前にお問い

追加掲載した最新の施策・情報をまとめたガイ

●開 催 日

合わせください。

ドブックを作成、配布しております。

●時

間

13：00〜17：00

●場

所

当会館５階相談コーナー

７月20日㈬・８月17日㈬

その他、食品（水産物除く）輸出に関する証明

資金繰り支援（融資）、信用保証、雇用、税

書については、青森県国際経済課・輸出促進グ

制面など各分野での支援策が一覧できますの

●相談内容

ループ（TEL017-734-9574）、水産物に関しては

で、ご利用ください。なお、経営に関してのお

※お待ち頂くことのないよう予約制とさせてい

水産庁漁政部加工流通課（TEL03-3501-1961）

悩み、お困りのことがございました当課までご

ただきます。相談ご希望の方は、事前にご連絡

が窓口となります。

連絡ください。

くださいますようお願いいたします。

＜経営支援課＞

＜経営支援課＞

許認可申請他法律全般について

＜経営支援課＞
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弘前かいぎしょ TODAY
最終審査会出場チーム決定
選考を行う大塚審査員長
（写真左から２番目）と審査員

No. 都道府県 学校

校

名

作 品 テ ー マ

と平成23年度の概算保険料の申告・納付の手続

2

県立 弘前実業高等学校

ダンボール

県立 弘前実業高等学校

まっすぐだけじゃない

きのことをいいます。）を行っていただく時期

県立 三沢高等学校

ラップ

5

私立 八戸聖ウルスラ学院高等学校

TIES
（タイズ）

となりました。

6

県立 盛岡第一高等学校

croissant（クロワッサン）

県立 紫波総合高等学校

Study it !!（スタディ イット）

3
4

7
8
9

青森

岩手
宮城

私立 東北生活文化大学高等学校 強きもの
私立 東北生活文化大学高等学校 天気

10 福島 県立 大沼高等学校

ハートの国の王子様

11

ステンドグラス

12
13

埼玉
東京

県立 越谷総合技術高等学校

県立 特別支援学校さいたま桜高等学園 デビル
私立 女子美大学付属高等学校

×和（カケル

ワ）

専学 学校法人古屋学園二葉ファッションアカデミー ZIP（ジップ）

15 神奈川 私立 横浜富士見丘学園中等教育学校 咲崖（サキガケ）
リバーシ

17 富山 私立 富山第一高等学校

轟け!!（トドロケ）バイク男

一次審査会が５月27日、28日の両日、当所会館

18 福井 県立 美方高等学校

Simple
（シンプル）

で行われました。

19

県立 御殿場高等学校

こねこねこねこ

20

県立 御殿場高等学校

不思議なプリーツ

静岡

21 岐阜 県立 大垣桜高等学校

prevejo（プレベジョ）

22 三重 県立 飯野高等学校

RE:（アールイー）

23 愛知 県立 愛知工業高等学校

希望（キボウ）

4,455点）厳選な審査において32都道府県32校

24 京都 私立 京都共栄学園高等学校

Rabbit in the grass（ラビット イン ザ グラス）

35点（チーム）の作品が選出されました。

25 大阪 専学 阪神家政高等専修学校

Summer Memories─夏の思い出─（サマー メモリーズ）

26 兵庫 県立 西脇高等学校

おしゃれ宇宙人

27 奈良 県立 高円高等学校

シルエット

28 岡山 県立 岡山南高等学校

光の破裂

今年は、45都道府県198校3,479点のデザイ
ン画の応募があり、（昨年は46都道府県233校

県内からは16校444点の応募のうち、３校４
点が選出され、弘前市からは弘前実業高校（２
点選出）が出場することになりました。
選出された作品は、デザイン画をもとに衣装
を制作し、８月28日㈰に各校生徒がモデルを務
める公開ファッションショー形式の最終審査会

29 広島 専学 小井手ファッションビューティー専門学校 アルパカ
30 山口 県立 下松高等学校

「砂」

32 愛媛 県立 今治工業高等学校

鉛筆

33 福岡 県立 香椎高等学校

花束

34 長崎 県立 大村高等学校

シンプル×変形

学校法人 KBC 学園専修学校
インターナショナルアカデミー高等課程

ザイン画が多く、千羽鶴をモチーフとした作品
や風神雷神といったテーマがあり、とても印象

ります。（別途告示する期限までに申告・納付
を行うことができます。）
なお、可能な方は、従来どおり７月11日㈪ま
でに申告・納付を行っていただくようお願いし
ます。
【お問い合わせ先】
青森労働局総務部

労働保険徴収室
TEL017-734-4145

的だった。東北からの応募が少ないのではない
か？と思っていたが、心配するほどでもなく、
前向きに頑張ろうという気持ちが作品から伝わ

「昨年の応募枚数と比べると、78％の応募とな

ってきた。」

ったが、レベル的にはすごく良い作品が揃って

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

いた。今回は東日本大震災から影響を受けたデ

は労働保険の申告・納付期限の延長がされてお

元気に派手、派手

されます。

審査員作品講評（大塚陽子審査員長）

また、東日本大震災に伴い、青森県において

ロックンロール

31 香川 県立 高松工芸高等学校

35 沖縄 専学

平成23年度の申告・納付は従来どおり６月１
日より行うことになります。

Wine glass（ワイン グラス）

に挑み、高校生ファッション全国Ｎｏ１が決定
最終審査会出場校一覧は別表のとおり。

労働保険の年度更新（平成22年度確定保険料

木になる気

16 新潟 県立 十日町総合高等学校

選手権大会（ファッション甲子園2011）」の第

年度更新の手続きについて

1 北海道 市立 北海道札幌平岸高等学校

14

「第11回全国高等学校ファッションデザイン

学

平成23年度労働保険

＜まちそだて課＞

㈶暴力追放青森県民会議

相談電話 017（723）8930 青森県警察本部
ホームページ http://www7.ocn.ne.jp/~botui-ao/

青森支社 弘前営業所
〒036 8354 弘前市上鞘師町１８−１
弘前商工会議所会館４Ｆ
ＴＥＬ 0172‑33‑5744

