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震災復興祈願

弘前ねぷたまつりなぬか日スペシャルで閉幕

震災復興への願いを込めて、３台のねぷたを燃やしました

写真提供：㈱陸奥新報社

津軽の夏本番を告げる弘前ねぷたまつりが８月７日に閉幕しました。
期間中は大小のねぷた計82台が市内を練り歩き、その勇壮・華麗さに、沿道を埋め尽くした観衆からは大喝采が送られていました。
また、今年は７月31日に鎮魂ねぷた特別運行、なぬか日の夜には弘前城築城400年記念なぬか日スペシャルが併せて開催され、まつり期間中の人出
は173万人となりました。

＜情報調査課＞
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弘前市に対する重点要望事項への回答報告
平成23年度弘前市に対する重点要望事項につ

継続性の観点から、やわらかネットという柔軟

要望項目：市民参加イベント等への弘前市職員

いて、弘前市からの主な回答の内容を掲載いた

な組織体での協議を拡大し、情報の共有化を図

ボランティアの積極参加について

します。

り、事業主体を明確にしながら具体的な施策に

回答「今後は、市長マニフェストに基づいて策

ついて検討実施して参ります」

定した弘前市アクションプラン2010における約

要望項目：弘前感交劇場事業の推進体制の強化

要望項目：(仮称)弘前ブランドセンター構想

束７：“市職員のパワーを引き出し市役所の仕

について

に対する支援制度の実施について

事力を高めます”のめざす姿（前向きに取り組

回答「平成22年度に策定した弘前市アクション

回答「弘前ブランドの構築への取り組みは重要

む職員の育成により、市民ニーズの的確な把握

プラン2010に基づき、観光振興アクションプロ

であると認識しております。市としましては、

やサービスの向上が図られ、効率的・効果的な

グラム（取組計画）を策定するとともに、推進

見本市の出展などに対する新たな販路開拓に

行政運営を実現します）を達成するために、あ

体制を再検討し、積極的な事業推進と進行管理

対する支援制度の拡充を検討して参ります。ま

くまで職員個人の自主的な活動であることに配

を行うこととしております。また、弘前感交劇

た、ご要望のブランドセンター構想に対する支

慮しながら、ボランティアや地域活動に積極的

場のブランド化を図るため、事業内容を審査す

援については、今後、貴所や関係機関とともに

に参加するよう働きかけるとともに、その参加

る認定委員会を設置するとともに、各種事業の

協議をしていきたいと考えております」

状況を把握して参ります」

被災地八戸を活気づけ青森県の元気を発信！ 〜青森県商工会議所連合会
創立60周年〜
東日本旅客鉄道㈱
常務取締役 原口 宰氏の
記念講演の様子

の原口宰氏を講師に迎え、「東北新幹線

多く提供されたほか、八戸支援物産コーナーと

全線開業と東北・青森県観光」をテーマ

県内商工会議所地域の一押しお土産品コーナー

に開催され、「青森デスティネーション

も設置されており出席者が次々と買い求めてい

キャンペーン（ＤＣ）」の結果分析を基

ました。

に今後の本県観光のあり方について講演
このたびのＤＣ期間中（４月〜７月）

して開催されるなど、青森県の元気を発信！と

にＪＲグループの旅行商品「びゅう」を

いう所期の目的が達成され、今後の県連事業に

利用した本県への観光客数は前年同期比

弾みをつける大会となりました。
＜総務財政課＞

で26％増えており、弘前地区が倍増した
半面、十和田地区が半減するなど明暗が
分かれたことが明らかにされ、その原因
分析により今後の東北・青森県観光の課

青森県商工会議所連合会（会長：林光男青森

このたびの創立60周年記念事業は、県内各地
商工会議所が八戸市を元気づけようと一致団結

がなされました。

題が浮き彫りにされました。

当所主催イベントへの
ご協賛ありがとう
ございます

商工会議所会頭）の創立60周年記念講演会並び

終了後の交流会で挨拶に立った林会長は、

に交流会が、７月26日に八戸市で開催され、関

「昨年12月の東北新幹線全線開業の熱気を取り

当所実施の「ファッション甲子園2011」、

係者約350人が出席して節目を祝いました。

戻して、“観光で日本を元気に”というキャッ

「2011津軽の食と産業まつり」、「The津軽三

このたびの60周年記念行事は、東日本大震災

チフレーズをアピールし、東北各県の元気回復

味線2011」にご協賛いただいた方、ならびに事

で被災した八戸市の復興を支援するために同市

につなげよう」とあいさつし、来賓の青森県知

業所の皆様、ご協力ありがとうございました。

で開催されたもので、当所からも役員・議員は

事、八戸市長の祝辞に続き、県連副会長である

【協賛企業・個人協賛のご氏名】

じめ青年部・女性会の会員等30人が出席いたし

八戸商工会議所の福島会頭の発声で乾杯をしま

ました。

した。また、交流会会場ではせんべい汁をはじ

㈱都市計画、亀屋たこ焼店、フラワー観光㈱、

め八戸前沖さばや地酒など、地場産品料理が数

弘和建設㈱、㈱樽満、ベストウェスタンホテル

記念講演会は、東日本旅客鉄道㈱常務取締役

新入会員紹介

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数2,535件（特別会員含む）

【新入会員】
事 業 所 名

代 表 者

住

所

営

業

内

容

（順不同・敬称略）

ニューシティ弘前、㈱リフォームコンサルタン
トＨＯＭＥＹ、㈱みちのく銀行、ｄｉａｎｇｅ、
焼きそば・お好み焼きまるまさ、㈱西村組、㈲
心工務店、佐藤栄子、吉川建設㈱、津軽警備保

西洋菓子工房ボンテ・クール

木村

邦幸

下白銀町17−11

洋菓子製造販売

夢や

小林

晃一

元大工町1−1

呉服販売業

㈱リクー

角田

政朝

大清水一丁目20−21

運送・建設資材販売

ｎｇｅ紗ら。、ＮＴＴ東日本弘前支店、㈱共同

髙山建築

髙山

忍

石川野崎43−14

一般住宅、増改築工事

おおやま

大山三樹男

北川端町4

日本料理店

生コン、㈱陸奥新報社、㈱Ｄｏ、㈱角弘弘前支店、

Angel Dog

古川

泉野二丁目18−7

ペットトリミング

有子

障㈱、弘前りんご商業協同組合、ＢａｒＬｏｕ

ブナコ漆器製造㈱、㈱三喜屋、弘前糖業㈱、㈱
菊富士、㈱角長、㈳弘前観光コンベンション協

【新入特別会員】
事 業 所 名

代 表 者

住

所

営

業

内

容

会、マックスバリュ東北㈱、瓜田建設、アクサ

㈲ケイエス青果

葛西喜代作

南津軽郡田舎館村大根子松橋171 りんご、にんにく卸売、黒にんにく販売

生命保険㈱、協同組合日専連弘前、アール・エー・

㈲大森製作所

大森

義勝

常盤野湯段萢63−1

レンズ加工及びハーネス組み立て全般

ビー開発㈱、㈱サンワドー

０１７２

井上

信平

平川市八幡崎宮本8−14

各種デザイン業

※８月９日現在
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TODAY
中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

お気軽にご相談を
なんでも相談会
日常、事業や業務を行う中で、許認可の必要
性や商取引でお困りの方はどうぞお気軽にご相
談ください。
●開 催 日

８月17日㈬・９月21日㈬

●時

間

13：00〜17：00

●場

所

当会館５階相談コーナー

●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
くださいますようお願いいたします。
＜経営支援課＞

希望職種
看護師

1

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

13 大鰐町 看護事務

学歴・免許・資格等
高卒（衛生看護科）

18:00

高卒 普通免許

事 務

2

貸金業務主任者
消費者金融業務
9年 日商簿記2級
他 情報処理システム

弘前市内
8:00〜
18:00

リサイクルショッ 高卒 普通免許
3年 危険物乙種4類
他

弘前及び近郊
8:00〜
17:00

警備員
1年
レストラン経営
10年 高卒 普通免許
スーパーバイザー 調理師免許
3年 他

弘前市内
不 問

カートリッジ組立
4年
20年 高卒 普通免許
他

弘前市近郊
不 問

15 弘前市 全般

2級

3 接客販売 12 弘前市 プ販売

4

警備員

14 弘前市

5 機械部品 15 藤崎町 縫製
製造

6

配管工

15 平川市 管工事

7

営 業

20 弘前市 保険営業

8

自動車
整備

17 弘前市

調理

高卒 普通免許
大型免許 小型車両
16年 系 下水道責任者技
他 術者 給水設置主任
技術者
高卒 普通免許

8か月 調理師免許
5年 秘書検定2級

高卒 普通免許

9 建設事務 20 弘前市

スタンド業務全般 自動車整備士
25年 危険物乙種4類
他 損害保険普通資格

運 送

津軽近郊
不 問
弘前市内
不 問
弘前市近郊
不 問

高卒 大型1種

土木施工管理業務 小型移動式クレーン 弘前市内
7年 他 2級土木施工管理技 8:00〜
術者 玉掛技能者

10

希望勤務地
時
間

弘前市内
6年 普通免許 准看護師 :
9 00〜
他 漢字検定3級
英語検定3級

20 弘前市 陸上自衛隊

17:00

高卒 普通免許
大型免許 大型特殊

6年 免許 準両系建設機 弘前市内
他 械運転技能免許
不 問
ホームヘルパー2級

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

求人提出及び採用活動の早期取組に係る要請

平成24年３月新規高等学校卒業予定者に対する弘前地区求人提出及び採用活動の早期取組要請
が、７月14日に当所会館６階特別会議室で行われました。
当所の永澤会頭はじめ弘前地区雇用対策協議会の工藤順巳会長、青森県経営者協会の中村勝治
弘前支部長が出席し、青森県・青森労働局・青森県教育委員会・弘前公共職業安定所・青森県高
等学校長協会からの協力要請を受けました。
平成22年度の県内への就職状況は、卒業した３月末時点での未就職者が300名と非常に厳しい状
況にあったものの、その後、関係各位の協力により５月末の時点では172名と改善され、弘前公共
職業安定所によると、来春卒業者で県内に就職を希望する生徒が前年度と比べて大きく増加して
いるとの報告がなされました。
来春の高卒者の就職については、東日本大震災の影響による経済の停滞などで厳しい状況が予
想されている中、要請を受けた永澤会頭は、「リーマンショックや震災で企業も商店街も厳しい
状況にあるが、若い人を育てるのも地域企業の重大な使命であり、特段の配慮をお願いしてい
く」と述べ要請に応えました。あわせて、経済団体側からの指摘として、定着率の低さや早期離
職者を減少させるため、学校現場や家庭での教育に関して課題解決に向けた改善を求めました。
未来を担う優秀な人材を確保するためにも、このたびの要請に対する会員事業所皆様のご理解
とご協力をお願いいたします。
＜総務財政課＞

毎月勤労統計調査特別調査についてのお願い
厚生労働省では、本年７月31日現在で、常用労働者を１人から４人雇用している事業所を対象
に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
この調査は、１〜４人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用
の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、結果は小規模事
業所の実態を示す資料として最低賃金の改定審議等に使用されています。
調査対象となる事業所には、８月から９月にかけ統計調査員が訪問し、調査票の内容をお聞き
して調査票を作成いたします。
調査票に書かれた事柄は、「統計法」により、厳しく秘密が守られます。また、統計以外の目
的に用いられることは禁じられています。
ご多忙のこととは存じますが、調査の重要性をご理解いただきまして、ご回答いただきますよ
うお願いいたします。
【厚生労働省】

節電ポスター・シール作成しました ご活用ください
このたび、東北六県・新潟商工会議所連合会、東北経済連合
会、東北電力で、節電ポスターとシールを作成いたしました。
エアコン・照明など、どのようにすれば、どのくらいの効果が
あるのか、削減率の具体的な数値も入ったわかりやすいＰＲポス
ター・シールとなっております。
ご希望の方には無料で差し上げておりますので、当所窓口まで
どうぞ！
＜総務財政課＞

わかりやすい数値入りです

※希望月収…本人希望によるものです。

ます。

青森県では、県内中小企業者の方等を対象に、経営戦略・ＩＴ活用戦略の策定方法についての
研修会を開催します。
・専門家講師の指導のもと、実例を基に経営課題の抽出と経営戦略の策定方法を学びます。
・研修修了後、研修会参加者を対象に、公募により、専門家を派遣し、自社の経営戦略・IT活
用戦略を策定する個別実践支援を行います。
【日時・会場】 平成23年８月30日㈫ 10:00〜17:00 当所202会議室
【対
象】 企業の経営者や経営幹部、経営戦略策定に興味のある人 10名程度
【講
師】 若山恵佐雄氏（税理士、ＩＴコーディネータ）
【参 加 費】 無料（ただしテキスト代1,400円は実費）
【申 込 方 法】 ＦＡＸまたは電子メールにより青森県新産業創造課情報産業振興グループ
（電話017-734-9418）までお申し込みください。
※詳しくは、県庁ホームページをご覧ください。
【電子メールアドレス】sozoka@pref.aomori.lg.jp
【県 庁 ホ ー ム ペ ー ジ】http://www.pref.aomori.lg.jp/
ホーム＞産業・雇用・労働＞エネルギー・ＩＴ・科学技術＞できる！わかる！経営戦略・ＩＴ
活用戦略策定研修参加者募集のお知らせ
＜経営支援課＞

〜新規高等学校卒業予定者の地元雇用を！〜

許認可申請他法律全般について

人材バンク

３

経営戦略・ＩＴ活用戦略策定研修のお知らせ

そうだんしょ

問 い
合わせ

平成23年８月15日
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函館との経済交流スタート

〜津軽海峡観光クラスター会議〜

会議所共済映画鑑賞会にご招待

市内を見学する
函館商工会議所一行

みちのく銀行の杉本頭取
（写真中央）

命の意義を温かく
照らす、優しい愛情
に満ち溢れた感動の
ヒューマンドラマ。
本屋大賞で話題の感
動小説を櫻井翔×宮
崎あおいの初共演で
待望の映画化。
当所恒例となっ

「津軽海峡観光クラスター会議」が７月14

い」「弘前の農産物（加工品）と函館の海産物

た、弘前商工会議所

日、当所６階特別会議室で開催され、弘前と函

（加工品）がタッグを組めば最強の物産展が開

共済制度加入者対象

館の交流がスタートしました。

催できる」「質の高い旅行商品ができれば、イ

の映画鑑賞会のお知

この会議は平成27年度の北海道新幹線開業を

ンバウンドで海外の観光客を戦略的に誘致でき

らせです。詳細は次のとおり。

見据え、観光を核とした地域経済の活性化を実

る」「次の時代に向けて、今、我々経済界が主

●上 映 日

平成23年９月15日㈭

現するために、みちのく銀行杉本康雄頭取の発

導的に交流を深める意義は大きい」など、両市

●場

ワーナーマイカルシネマズ弘前

案で、函館商工会議所（松本榮一会頭）と当所

出席者からは積極的に意見が出されました。

●上映作品

所

『神様のカルテ』

の３者で設立したものです。観光資源に恵まれ

その一方で、「小学校の修学旅行のイメージ

現在、弘前商工会議所共済制度にご加入され

た両市が観光をベースに交流人口を増やし、ぶ

が強い」や「テレビや雑誌からの知識が多い」

ている方は、担当推進員までお問い合わせくだ

どうの房のごとくクラスター（集合体）を構成

など、まだまだお互いに知らないことが多く、

さい。

して連携・協力することで他地域にはない質の

今後はお互いを知るための両関係者間での交流

高い観光を創出し、これをきっかけに産業・経

事業を積み重ねていく予定です。

済交流に発展させ、津軽海峡経済圏の産業振興
のけん引役を目指すものです。
会議では、「５年後の北海道新幹線開業まで
に互いの市民が満足できる、質の高い旅行商品

なお、今回、加入者以外で10名の方に限りご
招待いたします。
ご希望の方は、
官製はがきに事

翌15日、函館商工会議所一行は、エキスカー

業所名・所在地・氏名・電話番号・希望枚数

ションとして、禅林街やりんご公園、初代日本

（１事業所２枚まで）をご記入の上、当所内

商工会議所会頭藤田謙一が造った藤田記念庭園 「弘前商工会議所共済制度・映画鑑賞会」
チケッ
などを見学し、帰宅の途につきました。
＜総務財政課＞

をつくりたい」「両市が開催しているイベント

トプレゼント係までハガキにてご応募下さい。
（締切は８／31必着）

で参加できるものはどんどん参加していけばよ

＜総務財政課＞

最終審査会開催迫る！
！
いよいよ間近に迫った８月28日㈰開催のファ
ッション甲子園。全国から応募のあった3,479
点のデザイン画から、一次書類審査に通過した

ファッション甲子園関連イベントも開催

クター「たか丸くん」もモデルをつとめ、実行

＜ファッション甲子園ＰＲ展示＞

委員会が寄贈したタキシード姿で登場しまし

最終審査会出場校のデザイン画を公開しま

た。沿道に詰めかけた観客に大人気で、写真を

35点（27都道府県32校35チーム）が公開ファッ

す。

撮る姿が多く見られ、一際大きな歓声があがっ

ションショー形式の最終審査会に挑みます。

展示期間：８月28日㈰まで

ていました。

展示場所：ルネスアベニュー・弘前市まちなか

ッションの頂点に立つのは一体どのチームにな

情報センター・上土手スクエア・さくら野百貨

るのでしょうか！？

店弘前店（さくら野百貨店のみ23日㈫で終了）

アトラクションは、ブランド「ガッツダイナ

＜ルネスアベニューファッションショー＞

マイトキャバレーズ」の2011秋冬メンズ＆レデ

テナントショップによるメンズ＆レディース

ィースファッションショーです。一般公募した

ファッションショーならびに、甲子園アトラク

県内のボランティアモデルが出演します。

ションで登場する衣装の一部を紹介。入場券の

入場チケットは下記販売所にて好評発売中！

臨時販売も併せて実施します。
日時：８月20日㈯

（今年のチケットは缶バッジ型です）
【チケット販売所】

１回目13:30〜

＜弘前市＞弘前商工会議所・日弘楽器・弘前

２回目15:30〜

各回とも40分を予定

市まちなか情報センター・上土手スクエア・メ

場所：ルネスアベニュー１Ｆメイン通路

ディアイン城東店・さくら野百貨店弘前店・弘

百石町夜店まつりファッションショー開催

前市立観光館インフォメーション

７月22日、百石町において恒例の路上ファッ

＜青森市＞成田本店しんまち店（地下ＣＤ売

ションショーが開催されました。学校法人白銀

り場）・ショッピングタウンサンロード青森

学園サンモードスクールオブデザインの学生25

（１Ｆ総合サービスカウンター）

名がモデルをつとめ、自ら手掛けた38作品の衣

＜八戸市＞チーノはちのへ（１Ｆインフォメ
ーション）

ファッションショーで大人気のたか丸くん

副賞の「パリ招待」を勝ち取り、高校生ファ

装を披露しました。
また、弘前城築城400年祭マスコットキャラ

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

【問い合わせ先】
ファッション甲子園実行委員会事務局担当
＜まちそだて課＞

