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第２０６回通常議員総会が３月２５日、ホテル

成２５年度の要望事項に対する弘前市からの回

ニューキャッスルにおいて開催され、９１名（委

答を十分に検証するとともに、提出時期を市の

任状出席含む）が出席しました。

予算編成作業にあわせて１０月末までを目指し

総会の冒頭、永澤会頭が挨拶に立ち、
「わが国
の経済は、昨年１０月から１２月期のＧＤＰ・国

て進めていくことにしております。
次にまちそだての推進に関しては、これまで

内総生産が四半期ぶりにプラス成長するなど、 取り組んできたＪＡＰＡＮブランド育成支援事
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（購読料は会費の中に含まれています。）

弘前大学との連携協定に基づく事業を推進！
特に平成２５年度においては、弘前大学との
連携協定に基づく事業の推進を図っていくほ
か、函館・下関商工会議所との更なる経済交流
を進めていくことにしております。

底入れ感が鮮明となっており、とりわけ第二次

業プロジェクト等について、次の展開を目指す

なお、平成２５年度予算については、一般会

安倍内閣の誕生により、先行きにも明るい見通

ための総括を行うとともに、各種商談会等の積

計が７，
１６１万円、相談所特別会計が５，
８６４万

しが広がっている。当商工会議所としても、中

極的なコーディネートに努めていくほか、「弘

円、事業特別会計が１億７，
４７７万円、特定退

期行動計画の最終年度にあたり、地域経済の早

前ブランドセンター」の設立に向けた調査研究

職金共済特別会計が２億７，
７９９万円（掛金・

期回復に向け、引き続き地域を先導する弘前商

や農商工連携・６次産業化の推進を継続して行

給付金収納含む）の総額で５億８，
３０１万円余

工会議所を行動指針に掲げ、４つの活動テーマ

うことにしております。

りとなっています。

を柱とした諸事業に積極的に取り組んでいきた
い」との抱負を述べました。

また、昨年度はじめて実施した「ひろさきり
んごハロウィン事業」の規模の拡大と回を重ね

総会では、議員職務執行者の変更、生命共済

るごとに成果をあげている「ひろさき合コンリ

制度規約改正についてや弘前市に対する重点要

ーグ」の内容の充実を図ると共に継続実施する

望事項への回答が報告されました。

ことにしております。

引き続き、平成２４年度の各会計補正予算案、

更に、中小企業の支援強化として、中小企業

平成２５年度の事業計画案並びに収支予算案等

金融円滑化法の期限終了を受けての地域密着型

が審議され、原案通り承認されました。

経営相談及び迅速・的確な調査事業を展開する

事業計画では、まず建議活動の強化として、 とともに、地元雇用に関する更なる支援強化に
来年度の弘前市に対する建議活動について、平
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努めていくこととしております。

〈総務財政課〉

平成２５年度事業計画
重点事項
１．建議活動の強化
２．まちそだての推進
３．中小企業支援の強化
４．組織・財政基盤の強化
５．その他（任期満了に伴う役員・
議員改選事務の円滑な遂行）

13.4.5, 3:20:58 PM
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外崎亀四郎元議員ご逝去
当所元議員の外崎亀四郎
氏（㈲アオモリパネル取締
役会長）が３月５日にご逝
去されました。行年８４歳。
外崎氏は、昭和６３年に
当所議員に就任以来、５期
１３年間の長きにわたり議員活動にご尽力いた
だき、この間、建設関連部会（当時）副部会長、
労働福祉委員会副委員長として業界の発展等、
地域経済の振興に大きく貢献されました。
また、弘前青年会議所、弘前津軽ライオンズ
クラブにおける社会奉仕活動などその活躍は多
方面にわたりました。
ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈
り申し上げます。

議員の職務執行者変更届が出されましたの
で、お知らせいたします。（順不同・敬称略）
㈱ユニバース堅田店
店

長

竹内

茂樹

㈱さくら野百貨店弘前店
執行役員弘前店店長

山形

拓二

『長寿・還暦議員の益々の活躍と健康を祈願！』

今年中に長寿及び還暦の祝い年を迎える議員
各位のお祝いが、３月２５日開催の通常議員総
会終了後の懇親会の席上で行われました。
当日は議員総会の開催前に正副会頭が立会い
のもと熊野奥照神社宮司様による御祓いの儀が
ほう てん

執り行われ、長寿・還暦議員が玉串奉奠を行う
など、益々の活躍と健康を祈願いたしました。
お祝いの席上では、このたび長寿の祝い（傘
寿・喜寿・古稀）並びに還暦を迎える議員各位
に永澤会頭より記念品を贈呈し、傘寿を迎えた
工藤由蔵議員をはじめ出席した長寿・還暦議員
各位からお礼の言葉や今後の抱負などが述べら
れるなど、終始和やかな雰囲気のなか議員相互
の親睦を深めました。
なお、本祝う会は、平成４年に議員有志によ
る「還暦の祝い」としてスタートして以来、今
年で２２回目を数えることとなりました。
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好評『なんでも相談会』 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
●時
間
●場
所
●相談内容

４月１７日㈬・５月１５日㈬（※以降、原則第３水曜日）
１３：００〜１７：００
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

※お待ちいただ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＞

平成２５年度弘前市に対する重点要望事項に

当所では、経営に役立つハンドブックを以下

今後の産業振興のめざす姿、その実現のための

談会の席上、蛯名副市長（葛西市長が今冬の豪

施策の体系、事務事業を次期計画にまとめてい

雪対策で急遽欠席となりました）から全項目に

くこととしております。

対する回答書をいただいておりますので、主な

今後、次期総合計画策定に向け、準備を進め

回答の内容を今後数回にわたり掲載してまいり

ていくこととなりますが、この段階で同時並行

ます。

的に、下位計画である分野別計画について策定

なお、全項目の回答については当所ホーム
ページに掲載しております。

の６種類ご用意しました。

成果を分析し、新たな課題などの整理を行い、

ついて、去る２月２７日開催の弘前市長との懇

することは、時期的、内容的な面で重複感が否
めません。
またアクションプランにおいては、毎年度進

①小さな会社でも出来るフェイスブック活用法
②これだけは身につけたい「職場の基本マナー」 要望項目：スポーツによる健康な体作りを推進

行状況の評価・点検を実施し、その結果や経済

③「会社を守り抜く【ガマン経営】２２の心得」 するための運動しやすい環境の整備について

状況等を踏まえ、内容の追加・修正を行うこと

④プロの営業マン「行動力検定チェック！３００」 回答「ジョギングやウォーキングについては、 によって、機動的な施策を実行してまいりまし
⑤かんたん筆文字ＰＯＰの販促手法

道路や歩道を利用する場合はどうしても交通

たが、次期総合計画を推進していくにあたって

⑥中国古典に学ぶ「リーダーの心構え」

安全上の問題があります。公園周りのコース設

も同様にＰＤＣＡサイクルにより運用していく

定については、外濠を除く弘前公園外周は道路

予定としております。

いずれも先着順・在庫限りでの無料配布です
ので、ご希望の方はお早めにどうぞ。
＜経営支援課＞

受講訓練
受講期間

住所 免許・資格・専門知識・技術等

普通運転免許
パソコンインストラクター
ＭＯＳアクセス
１
養成科
弘前市 ＭＯＳパワーポイント
危険物取扱者乙４類
６か月
危険物取扱者乙６類

職歴・経験等

製造業５年

希望月収（万）
希望勤務地

２０
弘前市近郊

幅も狭く、ランナーにとって交通事故の危険性

以上のことから、（仮称）弘前市総合産業振

があり、また、既存の歩道については市民や観

興計画の策定については、中長期的な視野に立

光客の利用者も多く、ランナーとのすれちがい

ち、将来的な方向性についての必要性は認識し

ざまの事故などが懸念されます。今後利用者の

ているものの、総合計画との時期的、内容的な

ニーズなども踏まえながら、安全面に配慮した

整合性、各種地域経済に関する調査の状況、そ

コース設定が可能かどうか、関係機関と研究し

の時期に合わせた機動的な運用を図るアクショ

てまいりたいと考えております。」

ンプランの存在などから、総合的に勘案する
と、現在のところ予定はしておりません。

普通運転免許

パソコンインストラクター
ＭＯＳワード ＭＯＳエクセル
１３
２
養成科
弘前市 ＭＯＳアクセス ＭＯＳパワーポイント
飲食接客業１０年
弘前市内
秘書技能検定２級 ビジネス文書検定２級
６か月
日商簿記３級

３

パソコンインストラクター
普通運転免許
養成科
弘前市 ＭＯＳアクセス
ＭＯＳパワーポイント
６か月

ビジネスマン
４
基礎科
弘前市
６か月

普通運転免許
ワープロ２級
表計算２級
Ｃ言語プログラミング２級
ホテル実務３級
ガス溶接

販売業７年

２５
弘前市内

１５
製造業（設計）１２年
弘前市内

５

パソコン事務
普通運転免許
基礎科
弘前市 介護員養成研修２級課程修了 事務職１７年
ＭＯＳエクセル
３か月

１５
弘前市内

６

介護福祉科
普通運転免許
弘前市 介護職員基礎研修修了 事務職９年
６か月

８（パート）
弘前市内

普通運転免許
介護福祉科
介護職員基礎研修修了
７
弘前市 大型自動車免許 調理師 自衛官２９年
６か月
小型船舶１級

１５
弘前市近郊

介護福祉科
接客業７年
普通運転免許
弘前市 介護員養成研修２級課程修了
４か月
自営業１３年

１３
弘前市近郊

介護福祉科
普通運転免許
９
板柳町 介護員養成研修２級課程修了 製造業１０年
４か月

１５
弘前市近郊

８

普通運転免許

１０

経理事務科
ＭＯＳエクセル
弘前市 日商簿記３級
４か月

硬筆書写技能検定３級

事務職１１年

１５
弘前市近郊

※ハローワークに求職申込みをしている人材に求人条件の提供を希
望する場合は、求人の申込みが必要です。
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要望項目：（仮称）弘前市総合産業振興計画の

引き続き、次期総合計画の策定に関わる動き

策定について

や、さまざまな施策や事業等に関わる各種会議

回答「現在の弘前市総合計画は、平成２７年度

等から意見や提案等を賜る中で、当市における

を目標年度とし、市が目指す目標と政策等を明

将来的な産業振興のあるべき姿等について、今

らかにした基本構想と、具体的な方向性を内容

後も官民一体となって検討を重ねて参ります。」

とする基本計画の構成で、平成２０年に策定し
ました。
基本計画については、平成２２年１０月に総

要望項目：「弘前感交劇場」事業の推進体制の
強化について

合計画の体系を見直し市長マニフェストに掲げ

回答「市では現在、「弘前市観光振興アクショ

た政策を戦略的かつ機動的に実行し、「めざす

ンプログラム」を基に観光振興に向けた事業推

姿」とその達成状況を示す「指標」を提示・検

進と進行管理を行っており、今後とも、各種事

証を行いながらさらに施策を拡充するなど、進

業の継続性の観点から、各団体が様々な事業を

化・成長するプランとして位置づけた「弘前市

主体的に実施する形を継続しながら、やわらか

アクションプラン」に移行しております。

ネットでの協議を拡大し、情報の共有化を進め

現総合計画（基本構想）は、計画最終年度ま

ることで、「弘前感交劇場」のコンセプトのも

でに維持する予定としておりましたが、東日本

と、役割分担・連携の調整を図りながら観光振

大震災をはじめ、社会情勢の大きな変化を踏ま

興策を進めてまいりたいと考えております。

え、見直す必要があると判断し、今後は、平成

平成２５年度には、具体的な観光戦略を検討

２５年度に策定作業に着手し、平成２６年度早々

するために、推進委員会とやわらかネットの中

に次期総合計画を策定することといたしました。 間に位置する組織を新たに設け、より充実した
策定にあたっては、当市の経済や産業構造な
どで、弘前市の強み・弱みなどの現状を把握し
ながら、これまでのさまざまな施策の取り組み

推進体制となるよう取り組みたいと考えてい
ます。」
≪次号に続く≫
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日
会

島田順子さんの展示形式のショー

平成２５年６月１５日㈯
岩木川河川敷運動場

衣装資料館を見学

第１２回全国高等学校ファッションデザイン

の歴史的なものから、現代のファッションまで

選手権大会優勝校に贈られる、副賞の「パリ研

膨大な量の衣装が展示されていました。衣装の

修」が３月１日〜７日の日程で行われ、栄冠を

一部は映画や舞台にも貸し出されているとのこ

勝ち取った北海道札幌平岸高等学校の生徒３名

とで、全ての作品を見ることはできませんでし

が、服飾専門学校エスモードパリ校訪問やパリ

たが、約３時間ファッションの移り変わりにつ

コレクション、衣装資料館の見学などを行いま

いて説明を受け、生徒たちは大感激の様子で

した。

した。

はじめに訪問したエスモードパリ校は、世界

時
場

自主研修では、パリ三大美術館（ルーブル美

企業広告協賛募集中！当日パンフレット・

初のファッション教育機関として１８４１年に創

術館・オルセー美術館・オランジュリー美術館） 会場アナウンス・招待観覧席等各種特典あり！

設された伝統ある学校です。研修では校長自ら

の鑑賞をし、様々なジャンルの作品に触れるこ

企業ＰＲ花火・願掛け花火募集中！

今年の卒業生が製作した作品やデザイナー養成

とができました。

企業・団体ＰＲ花火：スターマイン（限定５発）

カリキュラムについて説明していただきました。
パリコレクションでは、日本人デザイナーの

招待生徒全員がデザインアート科に在籍して
いるため、初めはショーよりも美術館研修に興

島田順子さんのインスタレーション（展示形式） 味があったようですが、今回ファッション分野
によるショーと、１９００年のパリ万国博覧会の

に触れたことは大変刺激になったようで「ファ

会場として建設された宮殿で行われた、中国人

ッションとアートは切ってもきれない存在だと

デザイナーのシャツイー・チエン氏のショーを

感じた」「今後の創作活動に生かしていきたい」

見学しました。

と話していました。

市民願掛け花火：７号玉（限定１０発）
■お申し込み／お問い合わせ
ひろさき市民花火の集い実行委員会
事務局担当＜情報調査課＞

４月１日から３０日まで『さくら共済』春

次に訪問したのは、ヴェスティエールという

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

衣装資料館で、フランス王家の宮廷の衣装など

＜まちそだて課＞

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
た方には抽選で『津軽３市の美味』、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、当所までお気軽にお問い合わせ
ください。

＜総務財政課共済係＞

平成２５年度会費の振り込み用紙を
４月中旬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。

TODAY_669趆.indd 1

13.4.5, 3:20:40 PM

