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会報

≪地場産業振興部門大賞≫

毎月１５日発行

１部１
２
０円
送料込み

伝に大きく貢献している。
（受賞コメント）
当部会の長年の取り組みを評価していた
だきありがとうございます。これからも皆
様に喜ばれる 嶽きみ 作りに取り組んで
いきたいと思います。

≪地域文化振興部門大賞≫

FAX 0172(35)1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

店まつり・藤田記念庭園等でのイベントショー
を積極的に企画・参加。また第１回大会より
企画運営に参加している当所ファッション甲子
園事業においては、フィッターとして裏方を支
えるとともに特別展示を行うなど、地元ファッ
ション振興への貢献度は計り知れない。１６年
前には学園グループ企業である「ｕｎ（アン）
企画」を設立。パターンの製作から量産、販売
までの流れを自校内で教育実習できる体制を整
える。在学中から実践の場を踏ませることで、
生産・販売管理といった商売感覚、コスト感覚
を身につけさせる等、学生の独立後を見据えた
教育にも力を入れている。弘前のファッション

嶽きみ部会のみなさん

文化の創造・先導役として多数の卒業生を輩出

【選考理由】

してきたその活動は、地域の服飾文化振興に大

「嶽きみ」の歴史は終戦後、サハリンから引

いに寄与している。

き揚げてきた１３戸の農家が、岩木山麓・瑞穂
地区を開墾して栽培を行ったのがその始まり。
農業用水に乏しく、土壌も耕作には不向きだっ
た嶽高原の厳しい環境の中で、「昼夜の気温差」
を生かした糖度の高いトウモロコシ栽培の成
功が契機となり、現在では秋の味覚として全国

サンモードスクールオブデザインのみなさん

的に知られるまでになっている。この間、昭和 【選考理由】
１９４５年、弘前市下白銀町の現住所に「志ろ

木町農協内に「とうもろこし部会」を発足。農

がね洋裁学院」として創設。創設者である前理

協を通じた首都圏への出荷ルートを構築する

事長・長谷川安津子氏は「日本女子教育の先駆

とともに、繰り返し行われた新品種の栽培試験

けの一人」として名高い東北女子短期大学初代

は、現在の「嶽きみ」ブランドの確立に大きく

学長柴田やす氏の娘であり、現理事長・吉田陽

貢献。今日その役割は、合併・再編により誕生

子氏は、その孫にあたる。創設当初は和洋裁の

したつがる弘前農協内「嶽きみ部会」に引き継

他、茶道、生花、料理等も教えるなど「花嫁修業」

がれている。平成１９年の地域団体商標登録の

の色が強かったが、杉野学園ドレスメーカー

取得により、更なる「嶽きみ」ブランドの定着

学院出身の吉田氏のもと、デザイン造形力、パ

に取り組む同部会の活動は地場農業の振興と宣

ターン技術（洋服の型紙の作成）、工業用縫製
技術の教育にも力を入れ始める。学生は年間の
授業スケジュールと並行し、校内ファッション
ショー（会場：中三弘前店）を始め、百石町夜

津軽を代表する秋の味覚「嶽きみ」
秋の味

たか丸くんのタキシードも
デザイン・制作

６２年に瑞穂地区開墾農家が中心となり、旧岩

（受賞コメント）
受賞できたのは、素敵な先生方、素晴し
い生徒たち、そして周囲の支えがあったか
らです。これからも先代が築き上げた伝統・
歴史を受け継ぎ、「明るく楽しい校風」を
重んじながら、地域に根差した学校を目指
してまいります。

≪街並み景観部門大賞≫
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弘前かいぎしょ TODAY
１１月号に掲載いたしましたとおり、当所では、去る１１月６日に平成２６年度の弘前市に対する重点要望事項として市政全般にわたる３５項
目を弘前市長並びに弘前市議会議長宛てに提出しました。
今回の要望では「地域資源を生かした豊かな産業のまちづくり」分野の振興を中心に、１２項目を新規に盛り込んでおります（表中※印）。
各項目の詳細につきましては、当所ホームページに掲載しておりますので、御覧ください。
＜総務財政課＞
平成２６年度弘前市に対する重点要望事項一覧
※平成２６年度新規項目

Ⅳ「安全・快適なあずましいまちづくり」

Ⅰ「未来を育む学術と文化のまちづくり」

１８ 快適な雪国生活の確保のための雪対策の強化について

※１ 弘前先人記念館の建立について

１９ 安全安心なまちづくりの推進について

Ⅱ「人とふれあい、人が輝く健康のまちづくり

２０ 豪雨・豪雪等自然災害に対する防災・減災設備の整備促進について

※２ 国民体育大会誘致と体育施設の環境整備について

２１ 徹底した害鳥・害虫の駆除対策の実施について

Ⅴ「都市基盤の充実した住みよいまちづくり」

※３ 市民の健康増進と先進医療機器導入について

Ⅲ「地域資源を生かした豊かな産業のまちづくり」

２２ 弘前市中心市街地活性化基本計画に基づく街づくりの推進と弘前市中心市街地活性化協議会の運営等に係る支援について

※４ 外国人観光客に対する総合的な受入れ体制の確立について

２３ 弘前駅前北地区土地区画整理事業の進捗率アップについて

※５ 新弘前市総合計画への「弘前感交劇場 ｣ コンセプトの位置付けについて

２４ 市街化調整区域の柔軟な対応について

６ 「弘前感交劇場 ｣ の更なる推進について
７

２５ 都市計画道路整備事業の促進について

シティプロモーション活動の更なる充実と地場産品販促活動の後方支援について

※８ 海外におけるシティプロモーション推進事業展開等に対する支援について
９ 「津軽海峡観光クラスター会議」への一体的な支援について

２６ 産業会館を併設した新しい市民会館等の新設検討について
※２７ 弘前型スマートシティ構想の構築について
※２８ ＪＲ弘前駅周辺と中心市街地におけるバスプールの整備について

１０ 中小企業の育成と振興を図る経済対策等の実施について

※２９ 弘南鉄道大鰐線存続に向けた積極的な支援について

１１ 消費税増税後の中小零細企業への積極的な支援について

Ⅵ「その他」

１２ 建設業の振興に資する施策の実施について

３０ 青森空港並びに奥羽本線新青森駅の利便性向上に係る国、県、関係機関等に対する要望活動の実施について

１３ 農商工連携による６次産業化の推進と支援について

３１ 弘前ナンバー導入を検討する委員会の設置について

１４ りんご王国を維持するための対策の徹底強化について

３２ 各種イベントの効果測定等の実施について

１５ ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成について

※３３ 公衆用道路の固定資産税非課税基準の緩和について

１６ 時流を捉えた効果的な経済対策事業の継続実施等について

※３４ 弘前市の入札制度について

１７ 企業誘致活動の積極的展開と雇用の安定と創出を図るための事業者に対する積極的な支援について

※３５ 弘前市の生活保護の認定について

『ターゲット』『デザイン』『ストーリー』を再考しよう
『ターゲット』『デザイン』『ストーリー』を再考しよ
日本商工会議所と日経トレンディが共催で、 が誕生した背景や伝統、素材のこだわり、作
「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」 り手の思いなどが、ユーザーの共感を得るかど
を活用して、全国各地の工芸品などをヒット商 うかです。実際に作られた方のお話をうかがう
品にするための支援事業「技のヒット甲子園」 と、面白い話がたくさんあります。機能性の良

当所では、これまでにジャパン・ブランド
育成支援事業等で取り組んできた津軽打刃
物、こぎん刺し、木工、津軽塗が「技のヒッ
ト甲子園」にエントリーし、ブラッシュアッ
プを進めております。
＜まちそだて課＞

というイベントを始めています。エントリーし しあしとは別に、「愛される理由」がある商品
ていただいた商品に対して、東急ハンズやロフ はたくさんあります。問題は、それをどのよう
ト、藤巻百貨店などのバイヤーがアドバイスを にユーザーに伝えるかです。単に、伝統の技を
加え、「売れる商品」に育てようというもので 形にしただけでは、各地にあまたあるもののな
す。それぞれのバイヤーさんたちと各地の産品 かで特別に選ばれる理由にはなりません。ここ

１

についていろいろとお話ししていると、共通の が意外と難しいところです。作り手の思いと、
意見が出てきます。今回はこれをご紹介します。 ユーザーからみた興味深いポイントは必ずしも
まず出てくる意見が「ターゲティング」。つ 一致しないからです。
まり誰向けに作られた商品かが明確でない、あ

以上の３点について、
改良を加えれば「売れる」

希望
職種

希望
住所
月収

事務
営業

経理事務
２年
３０ 藤崎町 金融機関にて融資・
営業・顧客対応 ３４年

一般
医療事務
２
１５ 弘前市 ・医療事務全般
介護
１６年

だという意見です。

渡辺 和博／わたなべ・かずひろ
際に店頭で売られることを考えると、パッケー
日経ＢＰヒット総合研究所上席研究員。日
経トレンディは、マーケットの動きやライフ
ジのデザインはとても重要です。商品の特徴が
スタイルの在り方などを視野に入れながら、
きちんと分かりやすく語られていること、ター
「商品」と「サービス」の新しい潮流を取り上
ゲットユーザーが思わず手に取りたくなるよう
げ紹介する情報誌。世の中のトレンドや流行、
なデザインになっているか、といったことです。 新製品・サービスの動向など、生活に関する
あらゆる情報を幅広く分析し、紹介している。

もう一つは「ストーリー」です。その商品

高卒
普通自動車免許
医療事務 ケアクラー
クホームヘルパー２級

ＭＯＳエクセル

１８時

弘前市・近郊
時間不問

弘前市内
８時〜
１９時
ワープロ３級（全商）

医療事務
（眼科）９年 普通自動車免許
医療事務
（歯科）５年 簿記２級（全商）

高卒 普通自動車 中型自動車
大特 牽引 車両系（整地）
フォークリフト
表計算技士２級 全商簿記１級
ワープロ２級

５

福祉・教育
１８ 弘前市
運輸

福祉施設の業務全般
１３年
飲食店にて接客 ３年

大卒 普通自動車免許
中型自動二輪 大型
弘前市近郊
大特
中学校教員免許（社会） 時間不問
高等学校教員免許（公民）
短大卒 普通自動車免許 栄養士
第一種衛生管理者 危険物取扱者乙
種第４類 建設業経理士 土木施工
管理技士（１級）宅地建物取引主任者
管理技術者資格者 ＩＳＯ内部監査員

６

事務

建築会社の総務・経理他、
１０ 弘前市 事務全般
１９年
大学生向け下宿（自営）７年

７

事務

１３ 弘前市

高卒
一般・営業事務
普通自動車免許
１６年
簿記２級（全商）

８

製造

１３ 弘前市

電子機器部品組立
４年

９

営業
製造

１５ 弘前市

営業・配達
製造

般家庭に置くにはなじまないといったものも見 日経ＢＰヒット総合研究所 上席研究員 渡辺和博
受けられます。商品がとてもよいものでも、実

ＭＯＳエクセル

レジャースポーツガイド
１年
スキー場リフト係 ４ヵ月

があります。一つは商品そのもののデザイン。 る姿勢が大切です。そもそも売れないと作り手
伝統の手法や素材にこだわるあまり、現代の一 の思いもユーザーに届かないのですから。

高卒 普通自動車免許
弘前市・近郊
銀行業務検定試験
（法務３級）９時〜
簿記２級

運送
２０ 藤崎町
サービス業

ころは守りながらも、ユーザーにとって価値あ

次に「デザイン」。これにはいくつかの要素 るものを提供するために変えるべきものは変え

希望勤務地
時間

４

いなのか、ギフトなのか、パーティー向けなの の中のニーズは刻々と変化しています。どんな
か、もう一段踏み込んだターゲティングが必要 モノづくりでもそうですが、大切にするべきと

学歴・免許
・資格等

高卒

３ 医療事務 １５ 弘前市

るいはズレているということです。３０代女性 商品はたくさんあります。大切なことは、でき
向けといった工芸品が多くありますが、日常使 るだけ外部の意見を聞くことだと思います。世

職歴・経験等

高卒 普通自動車免許
普通自動二輪
簿記３級
危険物取扱者乙種第四類
ホームヘルパー２級

不問
８時〜
１９時

弘前市近郊
８時半〜
１８時
弘前市
８時半〜
１８時
弘前市近郊
８時〜
１７時

高卒

７年 普通自動車免許
弘前市・近郊
７年 危険物取扱者乙種第 時間不問
四類

一般事務
２年 大卒
弘前市内
秘書検定２級・３級
１０ 一般事務 １２ 弘前市 ホテルのフロント 高等学校教員免許 ８時〜
業務
３年
１８時
（音楽）
※ハローワークに登録をしている人材の紹介を希望する場合は、
求人の申し込みが必要です。

第677号

平成２５年１２月１５日

３

弘前かいぎしょ TODAY

青森県特定（産業別）最低賃金改正のお知らせ
最低賃金改正のお知ら
改正内容
時間額

効力発生日
（平成２５年）

改正前
時間額

鉄鋼業

７８７円

１２月２１日

７７７円

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

７２１円

１２月２１日

７１２円

各種商品小売業

７１４円

１２月２１日

７０５円

自動車小売業

７５３円

１２月２１日

７４３円

６６５円

１０月２４日

６５４円

青森県特定（産業別）
最低賃金件名

事業資金に マル経融資
マル経
経融資
（小規模事業者経営改善資金）
事業者経営
営改善資金）
マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善

（参考）

をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

青森最低賃金

工会議所の審査会を経て推薦、無担保・無保証
人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫の

※ 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
（ http://aomori - roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）

制度の一つです。

※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ。（ＴＥＬ０１７−７３４−４１１４、ＦＡＸ０１７−７３４−５８２１）

仕入資金、買掛金・手形の決済、給料・ボー

経営者の退職金
の退職金
小規模企業共済
規模企業共済

ナスの支払、店舗の改装、車両・機械の購入等
事業資金として様々な用途にご利用いただけ
ます。

もしものときの資金調達
の資金調達
経営セーフティ共済
ティ共済

融資限度額１，
５００万円、利率１．
６０％ ※、返

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人

済期間は運転資金が７年以内、設備資金が１０

事業主（共同経営者含む）または会社等の役

という事態はいつ起こるかわかりません。経

年以内と大変有利な制度です。

員の方が事業をやめられたり、退職されたり

営セーフティ共済（正式名称：中小企業倒産

申し込みいただける方は、

した場合に、生活の安定や事業の再建を図る

防止共済制度）は、そのような不測の事態に

ための資金をあらかじめ準備しておく共済制

直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお

度です。

貸しする共済制度です。

・加入対象の条件

・貸付け

１弘前商工会議所管内で１年以上事業を営
んでおり、税務申告をしている。
２従業員が５人以下の商業・サービス業、

貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」

２０人以下の建設業・製造業・その他の

常時使用する従業員の数が２０人以下（商業・

取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回

業種。

サービス業では５人以下）の個人事業主（共

収困難になった場合に、「納付された掛金の

同経営者含む）および会社の役員です。

１０倍（限度額８，
０００万円）」と回収困難と

３原則として６カ月以前から商工会議所の
経営指導をうけており、経理内容が明ら
かである。
４納付すべき税金をすべて完納している。

・掛金

なった売掛金債権等の額」とのいずれか少

毎月の掛金は、１，
０００円〜７０，
０００円の範

ない額の範囲内において、共済金の貸付け

囲内（５００円単位）で自由に選べます。

が受けられます。共済金の貸付けは、
「無担

・税法上のメリット

はじめてご利用の方へ

保・無保証人」「無利子」です。

掛金は、全額が ｢ 小規模企業共済等掛金控

融資を受けるには、従前から商工会議所の経
営指導を受けていることが必要です。
当所の経営指導員にお早目の相談をおすすめ
します。
※１２月１日現在

除 ｣ として、
課税対象所得から控除できます。
・貸付制度

・掛金
毎月の掛金は、５，
０００円〜２００，
０００円の範
囲内（５，
０００円単位）で自由に選べます。

契約者（一定の資格者）の方は、納付した

・税法上のメリット

掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付

掛金は、税法上損金（法人）または必要経

けが受けられます（担保・保証人は不要）。

費（個人事業）に算入できます。

＜経営支援課＞
両共済制度の詳細については当所までお問い合わせいただくか、中小企業基盤
整備機構のホームページをご覧ください。

お気軽にご相談を
軽にご相談を！
！
『なんでも相談会』
なんでも相談会

http://www.smrj . go. j p /k y os ai/in d ex . h tm l
＜経営支援課＞

無料！ヒント満載

経営講習会開催

「環境経営の徹底により会社の体質改善を図

「身体の健康、心の健康、地域社会の健康づ

りたい！」
「新たなライフスタイルを創造・提案

くり！〜新たな「自転車による生活創造」の

したい！」そんなあなたに役立つヒント満載の

提案」

経営講習会です。ご参加をお待ちしております。

講師

岡内

祐一郎氏

○日

時：平成２６年１月１４日㈫１３：３０〜

○主

催：（一社）青森県中小企業診断協会

○場

所：青森国際ホテル

○共

催：青森県、青森市、青森県中小企業団体

（青森市新町１−６−１８）
○講演テーマ

所連合会、
（一社）青森県中小企業診断士協会

「会社のアカスリで利益１０倍！〜高収益企
業を実現する体質改善と構造改革〜」
講師

酒巻

中央会、青森県商工会連合会、青森県商工会議

久氏

お問い合わせ・お申し込みは、青森県商工労働
部地域産業課（電話０１７−７３４−９３７３）まで
＜経営支援課＞

４

第677号

平成２５年１２月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

当所では、下関商工会議所（山口県）と共同
で、 津 軽 塗 〟や 西 陣 織 〟などの伝統技術を

津軽三味線３００人大合奏をメインに、民謡

用いた超高級杖「陣」を開発し、１０月１８日

や手踊り等、当地の文化・芸能を披露するス

〜２０日に開催された「２０１３津軽と食の産業

テージイベント「Ｔｈｅ津軽三味線２０１４春」

まつり」の会場でお披露目をしました。

が今年も下記のとおり開催されます。

会場では、グリップに津軽塗を用い、シャフ
トに豪華な西陣織を直に播いた、１本１０万円

毎年、東北各地や首都圏、北海道から１，
０００

津軽の食と産業まつりでお披露目しました

人を超える観光客を迎えて開催されている観光

の「陣」に注目が集まりました。来場者の反応

イベント「Ｔｈｅ津軽三味線」、チケットは１２

も、「グリップのフィット感がいい」「親に贈り

月１日から販売開始となっております。

たい」「豪華な感じ」「杖を使ってみたくなる」
と好評でした。
当所は、平成２３年に開催された全国商工会
議所観光振興大会をきっかけに、下関商工会議
所と交流を開始しました。下関市で介護用品の

桐製の化粧箱と杖と同柄の収納袋

製造・販売を行う会員事業所で、国内の杖の
シェア７割を誇る「ひまわり」を紹介され、今
回のコラボ商品の開発が実現しました。
両所は今後、この杖の販売を通じて日本の伝
統工芸と高品質なものづくり技術をＰＲするた
め、発展目覚ましいアジアの富裕層をターゲッ
トに、販路開拓の道を探っていきます。
＜まちそだて課＞

津軽塗りによるグリップのバリエーション例

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会

今回も賞品を参加事業所様よりたくさん提供

長）では１１月１１日、昨年に引き続き会員親

していただいたため、１位の方から順番にくじ

睦ボウリング大会をアサヒボウルで開催いたし

を引いてもらい参加者全員に賞品を差し上げる

ました。

ことができました。懇親会もとても和やかな雰

当日は、６事業所から男女さまざまな年代の
方々に参加していただき、皆さん、ハイスコア

囲気で盛り上がり、参加された皆さんは非常に
満足されている様子でした。

＜総務財政課＞
開催日：平成２６年３月８日㈯

を目指して力投していました。
ゲーム中は、あちこちで歓声が沸き起こり、

時

ハイタッチをする人、ガッツポーズをする人、

間：昼の部：開演１４：００〜
夜の部：開演１７：３０〜

肩を落とす人など皆さん思い思いに楽しんでい

場

ました。

入場料：Ｓ席２，
０００円（税込）※全席指定

所：弘前市民会館大ホール
Ａ席１，
５００円（税込）※全席指定

２ゲームの合計点で競われた今大会の優勝者
はＫ−ｂｅａｕｌａｘの福士さんに決定し、大

出

演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

会後に開催された懇親会にて表彰されました。

チケット販売所
ＪＲ東日本びゅうプラザ／ヒロロ１階インフォ
メーションコーナー／イトーヨーカドー弘前店

当所女性会（葛西キミヱ会長）は１１月１２日、 に訪れる観光客用雨傘を寄贈しています。今年

５階サービスカウンター／さくら野弘前店１階

ホテルニューキャッスルで２０１３チャリティー

の春までに累計２，
０００本の傘を寄贈しており、 インフォメーション／弘前中三１階インフォ

ダンスパーティーを開催しました。当日は悪天

来春も１２０本の雨傘寄贈を予定しております。

候にも関わらず、ダンス愛好者約３２０名の方々

＜経営支援課＞

が参加しました。
会場内では華やかな衣装を身にまとった参加

メーション／メディアイン（城東店、樹木店）
／弘前市立観光館／まちなか情報センター／弘
前商工会議所
※上記の他に、Ｔｈｅ津軽三味線ホームページ

者が、音楽に合わせて軽やかなステップを踏み

からもチケットが購入できます。

ながらダンスを楽しんでいました。また、みち

詳しくは下記ＵＲＬにアクセスしてください。

のくダンスの工藤剛先生・工藤万里子先生によ

Ｔｈｅ津軽三味線ホームページ

るデモンストレーションが行われ、軽快かつ情

http://www.hcci.or.jp/txt/samisen/index.html

熱的なダンスで会場を盛り上げていただきま

[ お問い合わせ ]

した。

Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局

例年、パーティーの収益金の一部で弘前公園

＜情報調査課＞

