ヘッドライン
◇「街づくり大賞」大募集！ …2面
◇求人セット型訓練制度を
利用してみませんか …3面
◇有期労働契約の新しい
ルールができました …3面
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http://www.hcci.or.jp

ファッション甲子園
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〒 036-8567
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青森県弘前市上鞘師町 18-1

弘前商工会議所
TEL 0172（33）4111

１部120円
送料込み

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

2012 審査員特別賞に弘前実業高校
・審査員長特別賞 青森県 弘前実業高校 作品名：Ｗｈａ ｔ
‘ｓ
ＢＵ Ｎ Ａ Ｃ Ｏ ？

工芸品ブナコの魅力を多くの人に知ってもらいたいという思い
からデザイン。 ブナコ製品に使うテープ状のブナの木を巻き、 色
塗り・ヤスリかけをし制作した

全国高等学校ファッションデザイン選手権大会最終審査会が、８月26日弘前市民会館
で開催され、デザイン画による書類審査を勝ち抜いた35チーム（27都道府県・34校）が
ファッションショー形式の最終審査に出場し、衣装のクォリティーやパフォーマンスを
競い合いました。
青森県からは、青森戸山高校、黒石商業高校、八戸聖ウルスラ学院高校、昨年優勝を
勝ち取った、弘前実業高校の４校が出場。惜しくも２連覇とはいかなかったものの、工
芸品「ブナコ」をモチーフとした作品名「Ｗｈａｔ’ｓ

ＢＵＮＡＣＯ」が審査員特別

賞を受賞しました。
優勝は、カラスをイメージしたドレスに、ステンドグラスの模様をあしらった、北海
道札幌平岸高校の作品名「ステンドカラス」が受賞しました。優勝校副賞にはパリ招待

・優勝 北海道 札幌平岸高校 作品名：ステンドカラス
ものごとを１つの視点だけで判断するのではなく、視点を変え
ることによって見えてくる素敵な世界をカラスとステンドグラス
をモチーフに制作した

が贈られ、３月初旬にパリコレクション見学・アトリエ訪問を行う予定です。
［審査員作品講評］
厳しい予選を勝ち抜いて最終審査会に出場していることだけで大変すばらしいこと。
チームで挑んだこの体験を生かし、社会に進出した際も、チームワークの素晴らしさを
忘れないでほしい。
昨年度同様、優勝校は観客賞のダブル受賞となった。年々作品のレベルが向上してい
ると感じているが、観客の皆様の作品をみる感性も磨かれてきているものと感じる。
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＞
入賞校一覧

賞
優

学校名
勝

準 優 勝
第 ３ 位
審査員長特別賞
審査員特別賞（ガッツダイナマイト

キャバレーズ賞）

審査員特別賞（ミナ ペルホネン賞）
観客賞 （来場者が選ぶ優秀作品賞）
キラリ賞

（出場校担当教員が自校以外
の優れた学校に提供する賞）

北海道

作品名
ステンドカラス

学校法人富山第一高校

菌

富山県

札幌平岸高校

広島県 学校法人小井手学園
小井手ファッションビューティ専門学校

蘇生

弘前実業高校

Whatʼ s BUNACO？

大垣桜高校

Labylinth

東北生活文化大学高校

みずみずしい感性

青森県
岐阜県
宮城県

北海道
京都府

札幌平岸高校

ステンドカラス

京都共栄学園高校

Road of the SiLicon
（シリコン物語）
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弘前かいぎしょ TODAY

部会だより

事業実施報告

第12回弘前商工会議所
「街づくり大賞」大募集！
弘前商工会議所『街づくり大賞』は、弘前市

医療福祉専門サービス部会
座禅会で心身ともにリフレッシュ

内の商工や農業をはじめとした、各分野での
活動を通して地域の発展に寄与し、活力ある街

８月30日の早朝、医療福祉専門サービス部会

づくりに貢献された方々を発掘・調査・顕彰し

（阿保鉄幸部会長）では、毎年の恒例行事であ

て、その不断の努力と功績を称えるために制定

る座禅会を、西茂森町の盛雲院にて開催しまし

されたものです。

た。

今年で12回目を迎える『街づくり大賞』への

はじめに、三浦住職から座禅についてのお話

多数のご応募・ご推薦をお待ちしております。
※詳しくは折込みチラシをご覧ください。

を伺い、その後座禅堂に入り、壁に向かって行
う曹洞宗様式の座禅を約40分間行いました。
当日は10名の参加があり、終了後には皆でお
粥の朝食をいただきました。日頃とは違った一

な、さわやかな朝となりました。

日の始まりを過ごし、身も心も洗われるよう

＜総務財政課＞

生活商業部会
勉強会・藤崎町花火大会鑑賞会
昨年「地場産業振興部門大賞」を受賞した
巨大アップルパイギネスに挑戦する会

８月20日、当所６階サロンにて生活商業部会
（鎌田興治部会長）の勉強会・藤崎町花火大会
観賞会が開催されました。

当所主催イベントへの
ご協賛ありがとうございます

勉強会講師には、中小機構東北・地域経済活
性化推進部・地域振興課・安達富夫課長と弘前
大学教育学部石川善朗教授の二人をお迎えしま

当所実施の「ファッション甲子園2012」、

した。安達課長には中小機構の業務内容につい

「2012津軽の食と産業まつり」、「The津軽三

てお話いただき、石川教授には“色彩心理学と

味線2012」にご協賛いただいた皆様、ご協力あ

プロダクトデザイン”というテーマで講演して

つほうが良い」という石川教授の講演には参加

りがとうございました。

いただきました。

者も非常に興味を持ち、熱心に聞き入っていま

【協賛企業・個人協賛のご氏名】

した。

㈱東奥企業会計社、㈱青南商事、東和電材㈱、

「色は人の心の働きに影響を与えるため、色
彩心理学の手法・ノウハウは、様々なプロダク

その後の藤崎町花火大会観賞会では、夏の夜

㈱弘前天賞堂本店、㈿日専連弘前、㈱エスケイ

トデザインの現場に導入されている。物作りに

空に咲く大輪の花を満喫しながら、参加者相互

ケイ総合研究所、㈱さくら野百貨店弘前店、㈲

携わる者は色の心理学について多少の知識を持

の懇親を深めていました。

あるふぁ萢中（順不同・敬称略）

＜まちそだて課＞

ファッション甲子園おしゃれコンテスト開催！

※９月４日現在

ねぷたまつり
皆勤・精勤賞受賞者

ファッション甲子園2012最終審査会と併催で

審査発表・表彰式は、ファッション甲子園

「ファッション甲子園おしゃれコンテスト」を

大会内で実施。最優秀賞ならびにカメラマン

開催いたしました。

（長谷川写真館 長谷川正之代表）が選ぶフォ

今年度のねぷたまつり期間中（８/１〜７

トジェニック賞受賞者には、ステージにあがっ

日）皆勤、精勤でご参加いただいた当所議員を

てもらい、表彰状の授与が行われました。

ご紹介いたします。

このコンテストは高校生以外の方も参加で
き、とびきりおしゃれな格好をし、携帯やデジ
タルカメラで撮影した画像を投稿します。

最優秀賞はキッズ部門の深澤雅希君が受賞。

＜皆勤賞＞

登壇した際、会場からは「かわいい」の歓声が

永澤弘夫会頭、清藤哲夫副会頭、前田賢治副会

場の弘前市民会館に応募した格好で集合し、プ

上がっていました。

頭、鈴木順三常議員、阿保鉄幸常議員、下山清

ロのカメラマンに撮影してもらいます。そして

2012 津軽の食と産業まつり10月開催

その後、内部審査を通過した方が最終審査会

一般来場者に写真を公開し、人気投票で最優秀
賞を決定するといった内容です。

＜まちそだて課＞

今年も克雪トレーニン

小山悟常議員、西谷洌常議員、南直之進常議

産業まつりが開催され

員、
大中忠議員、
工藤茂起専務理事 （以上５名）

ます。期間は10月12日〜

今年のねぷたまつりへの出陣団体数は83団体

14日の３日間。内容は企

でした。７日間好天に恵まれ、観衆は弘前ねぷ

業物販・PRコーナーや

たを存分に楽しんでいました。
連日ご参加いただいた議員の皆様大変お疲れ
さまでした。

産コーナー、その他日替わりの楽しいイベント
雅希

フォトジェニック賞

学生部門
中村 紋子

（以上９名）

グセンターで津軽の食と

なった斜里町、太田市物
キッズ部門
深澤

館正弘議員
＜精勤賞＞

屋外テント村、お馴染と

最優秀賞

司常議員、北村裕志常議員、吉田耕一議員、築

が盛りだくさんとなっております。
＜情報調査課＞

＜情報調査課＞

平成25年度当所職員募集
＊本号折込チラシをご覧ください
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そうだんしょ

求人セット型訓練制度とは？
企業に受け入れ、実際の業務を主とする訓練を
行った後、企業に雇用していただくことを目的
とした制度です。
○訓練期間：１〜３か月
○対象者：一般求職者（受入前に面接すること

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

ができます。）
○委託費：事業主には、訓練実施にかかる経費

事 業 活 動 を 支 え ま す！
支援機関による説明・相談会を開催

３

求人セット型訓練制度利用事業所募集のお知らせ
求職者の方を、採用前に訓練生として一定期間

TODAY
問 い
合わせ

平成24年９月15日

②採用する前に自社に合った教育をすることが
できます。
③採用する前に自社に合う人材であるか、適性
を見極めることができます。
働き盛り世代オーバーフォーティー雇用奨励金
「求人セット型訓練制度」を活用し、働き盛
り世代を正規雇用した場合に、事業主に対し正
規雇用した対象労働者1人につき10万円を支給
します。

として、訓練生１人１月当たり63,000円（税

ただし、当該対象労働者は全体で30名までとし

込）を上限に委託費が支給されます。

ます。

事業主のメリット

※
「働き盛り世代」
とは40歳から60歳の方です。

事業活動で課題を抱えている方、一人で悩ん

①人材育成に要するコストを大きく削減できま

＜お問い合わせ先＞

でいませんか？そのような方を支援する公的な

す。訓練期間中の求職者の身分は、高等技術

弘前高等技術専門校

支援機関は色々と存在していますが、どのよう

専門校の訓練生となるため、賃金の支払いや

〒036−8253

な支援をしていて、どのように利用すればいい

労災保険への加入が不要です。（訓練生の労

ＴＥＬ 0172−32−6805

のか等、ご存知でない方がまだ多くいらっしゃ

災保険は県で加入します。）

ると思います。
そこで今回、各支援機関が一同に集まって、
各支援機関の活用方法の説明や事例発表を行う

〜有期労働契約の新しいルールができました〜
労働契約法の一部を改正する法律が８月10日

弘前市大字緑ヶ丘一丁目９−１

有期労働契約の反復更新により無期労働契約
と実質的に異ならない状態で存在している場
合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継

説明会を開催します。今回参加するのは「青森

に公布されました。

続につき、合理的期待が認められる場合には、

県信用保証協会」、「青森県中小企業再生支援

〈改正法のポイント〉

雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通

協議会」、「青森県産業復興相談センター」、

１．有期労働契約の期間の定めのない労働契約

念上相当であると認められないときは、有期労

「弘前商工会議所」の４団体です。

への転換

働契約が更新（締結）されたとみなす。

説明会の後には、個別の経営相談会も開催い
たします。

有期労働契約が５年を超えて反復更新された
場合（※１）は、労働者の申し込みにより、無

各支援機関のことを知る良い機会ですので、

期労働契約（※２）に転換させる仕組みを導入

３．期間の定めがあることによる不合理な労働
条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めが

是非ご参加いただき、課題解決に向けた手段と

する。

あることにより無期契約労働者の労働条件と相

しての活用や、リスクへの備えとしましょう。

（※１）原則として、６か月以上の空白期間

違する場合、その相違は、職務の内容や配置の

詳細やお申し込みは当所経営支援課までどう

（クーリング期間）があるときは、前の契約期

変更の範囲等を考慮して、不合理と認められる

間を通算しない。

ものであってはならないものとする。

（※２）別段の定めがない限り、従前と同一の

（施行期日：２については公布日（平成24年８

労働条件。

月10日）。１、３については公布の日から起算

２．「雇止め法理」の法定化

して１年以内の政令で定める日。）

ぞ。
日

時：９月20日㈭

場

所：当所301会議室

14：00〜
＜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）

職歴・経験等

学歴・免許・資格等

希望勤務地
時
間

1 バス運転手 15 弘前市

包 装 資 材 の 配 達・営 業 高卒
５年
普通運転免許
ブローブカード製造・
外注管理業務
27年 大型２種免許

弘前市内
8：30〜
19：00

2

20 弘前市

高卒
ホ テ ル レ ス ト ラ ン・普通運転免許
宴会・仕出し調理 13年 調理師免許
中国料理専門調理資格

弘前市内
16：00〜
1：00

10 板柳町

老人ホーム等での業務
高卒
管理、
職員教育・指導 ６年
普通運転免許
ケアプラン、
給付管理、
相談事務
６年 介護福祉士
重度の高齢者介護
１５年 主任介護支援専門員

弘前市及び
近郊
8：00〜
17：00

3

調

理

介護支援
専門員

4 営業事務 10

5

機械部品
製

造

通信販売事務
（伝票入力、発送）
、製造 ２年
高卒
弘前市 営業事務
（パソコンで注文の受注・発 普通運転免許
注、
入金等の入力） 16年

18 弘前市

弘前市内
8：30〜
18：00

サプリメントサプリメントの
原料受入・ピッキング
３年 高卒
コンデンサー製造における 普通運転免許
研磨作業
３年 フォークリフト
製造工場内での
ホームペルパー２級
フォークリフト運転
１年

精神科外来主任 ２年 専門校卒
内科外来主任
７年

7

介護支援
専門員

８年 看護師

介護業務・ケアプランの 大卒 普通運転免許
介護福祉士
作成実践
７年 介護支援専門員

20 弘前市 老人保健施設での
介護業務

15年

認知症介護実践研修
養護学校教員１種免許

弘前市内
時間不問
他

国 際 輸 送 に お け る 高卒
弘前市内
各国へのサービス提供新 普通運転免許
8 営業・企画 25 弘前市 規開拓プレゼンテーショ 大型特殊免許
時間不問
ワープロ検定３級
ンの作成・提案
10年 ディプロマ検定初級 他
金融機関で融資・営
高卒
34年
普通運転免許
経理事務
２年

弘前市及び
近郊
9：00〜
18：00

高卒
美術展等の企画運営
普通運転免許
（編集・ライター作業・
歯科衛生士
５年
弘前市 一般事務）
エクセル・ワード初級
歯科衛生士
WEBクリエーター初級
（診療補助・保健指導）４年 グラフィックデザイナー

弘前市及び
近郊
時間不問

9 総合事務 30 藤崎町 業、顧客指導

企画・運営

10
15
（美術関係）

＜経営支援課＞

日本年金機構からのお知らせ

確認できない場合（年金手帳紛失等）は、運転

資格取得時のご本人確認の徹底のお願い
今般、偽名の健康保険・厚生年金保険被保険
者資格取得届による健康保険被保険者証を交付
していた事案が判明しました。

免許証等によりご本人確認のうえ、「資格取得
届」と併せて職歴等を記載した「年金手帳再交
付申請書」をご提出ください。
本人確認ができる主なもの
運転免許証、住民基本台帳カード（写真付きの

日本年金機構では、資格取得の一層の適正化

もの）旅券（有効期限内のパスポート）、在留

に努めるため、事業主の方に資格取得のご本人

カード、国または地方公共団体の機関が発行

確認の徹底をお願いしています。

した資格証明書（写真付きのもの）等。詳細は

新たに被保険者となる方を採用した場合は、
基礎年金番号を確認し、資格取得届に基礎年

日本年金機構ホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/

金番号を必ずご記入ください。基礎年金番号を

弘前市内
8：30〜
17：30

6 看 護 師 20 弘前市 内 科 ・ 救 急 外 来 普通運転免許
看護師

弘前市内
時間不問

雇止め法理（判例法理）を制定法化する。

※希望月収…本人希望によるものです。

年利１.75％（９月１日現在）
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弘前かいぎしょ TODAY

JAPAN ブランド育成支援事業３年目（中小企業庁）

「弘前な空間デザイン」ブランディングプロジェクト始動

木工品の試作検討

あいさつを述べる吉澤委員長

ニューヨーク国際
ギフトフェアのブース

打刃物の試作検討

８月29日、「弘前な空間デザイン」ブラン
ディングプロジェクト組織会と第１回委員会が
開催されました。
冒頭の組織会では、役員の選任が行われまし
た。（下記参照）
委 員 長

吉澤

俊寿氏

（㈲二唐刃物鍛造所：代表取締役）

副委員長

今

照芳氏

（Tsugaru Urushi Spirit LLC：代表社員）

〃

成田

貞治氏

（㈲弘前こぎん研究所：代表取締役）

〃

木村

崇之氏

（㈲木村木品製作所：代表取締役）

引き続いて行われた第1回委員会では、委員
会会則（案）、ＷＧ運営要領（案）、事業計画
（案）並びに事業予算（案）が審議され、いず
れも原案通り全会一致で承認されました。
津軽塗・津軽打刃物・こぎん刺し・木工等、
津軽の手仕事物による空間提案を目指す当プロ
ジェクトも３年目を迎えました。
今年はMaison（家）を基本コンセプトに据
え、８月のニューヨーク国際ギフトウェアへ
の木工製品出展を皮切りに、10月のフランス・
Metz（メス）市の古城で開催される選抜制見
本市への津軽打刃物・ウッドセラミックス商品
群の出展、翌年１月のフランス・Maison

et

Objet（メゾン・エ・オブジェ）国際見本市へ

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

の「弘前な空間デザイン」商品群の出展を計画
しております。
過去7年の海外見本市出展で構築した人的
ネットワークを活かした販路開拓を行い、“伝
統工芸品を売る仕組み作り”を目指します。
＜まちそだて課＞

