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ご 挨 拶

「更なる発展を目指し
地域を先導する弘前商工会議所」
所
会頭
平成２６年の輝かしい新春を迎え、謹んでお

FAX 0172(35)1877

永澤 弘夫

弘前市長

葛西

憲之

力ある個性豊かな地域社会の形成と発展を目

平成２６年の新春を迎え、弘前商工会議所会員

指しての具体的な事業の推進を目指して参りま

の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年１１月、当商工会議所任期満了に伴う役

す。あわせて、弘前感交劇場の推進として、引

昨年は、記録的な豪雪や台風１８号などの災害

員改選にあたり、臨時議員総会において、推さ

き続き、ものづくり産業の育成をはじめ、農

が発生し、りんご産業はもとより地域経済全体

れて第４２代の会頭に就任することになりまし

商工連携と６次産業化、中心市街地活性化協

が大きな影響を受け、自然の脅威にさらされた

た。厳しい経済情勢のもと、商工会議所に課せ

議会を核としてのまちづくりに係る事業の特化

年でありました。

られた重大な使命を痛感し、微力ながら地域経

を図っていくとともに、好評をいただいている

日本経済は、金融緩和や経済対策などの政策

済社会発展のため、最善の努力を尽くしていく 「ひろさき合コンリーグ」、「ひろさきりんごハ

効果で底堅く推移し、景気や雇用環境は改善傾

覚悟でありますので、皆様方の倍旧のご支援を

ロウィン」の内容充実を図りながら継続実施し

向にあるものの、今後の消費税増税による地域

お願い申し上げます。

て参ります。

経済への影響や賃上げの動向など、依然として

慶び申し上げます。

さて、昨年は、アベノミクスによる本格的な

また、現代社会における国際化、ＩＴ及び

成長戦略の実現に期待が高まるなど、先行きに

ネットワーク化、ユーザー・ニーズの多様化な

こうした中、市においては、引き続き地域経

も明るい見通しが広がりはじめたところであり

どの経済社会の潮流変化を読み解き、活力ある

済の再生に向け、商工業・サービス業の活性化

ますが、当地域経済におきましては、長期にわ

企業活動を行うための基盤づくりや市民福祉の

を促すための施策を、地元経済界と連携しなが

たるデフレの影響による疲弊感が強く、依然と

向上に寄与すべく、地域の抱える課題解決に向

ら積極的に展開してまいります。

して厳しい状況が続いているところであります。 け、いま何が求められているのか、時流を捉え
こうした中、２期目となるこの３年間におきま

た適時的確な事業の推進を図って参ります。

先行きは不透明な状況にあります。

さらに今年は、これまでのアクションプラン
を中心とした取組みとその成果を踏まえ、「子

しては、引き続き、「地域を先導する弘前商工

そして、この「地域を先導する弘前商工会議

育て」、「健康」、「雪対策」の最重要課題に対し

会議所」を目標に掲げて、前任期において取り

所」を実現していくためには、役員・議員はも

て、長期的展望をもって戦略的に取り組む、新

組んできた４つの柱である「建議活動の強化」、 とより会員各位の積極的な参画とご協力が必要
「まちそだての推進」、「中小企業の支援強化」、 不可欠でございますので、どうか皆様方の変わ
「組織と財政基盤の強化」を基本とした中期行
動計画に基づく諸事業の成果と進捗状況を見極

厳しい社会環境に対応するため、市民力と知恵

願い申し上げます。

を結集し、「オール弘前」体制で持続的な発展

本年が皆様方にとりまして最良の年となりま

すべく、２期目の中期行動計画の策定を進めて

すことを祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたし

いるところであります。

ます。

とした経済交流活動としての函館商工会議所と

今後、急速に進む人口減少・少子高齢化など、

らぬご理解とご支援を賜わりますよう重ねてお

めつつ、新年度となる平成２６年度予算に反映

特に、「津軽海峡観光クラスター会議」を核

しい市の総合計画を策定してまいります。

を目指してまいりたいと考えております
弘前商工会議所の皆様におかれましては、今
後とも、当市経済界のリーダー役として、地域
経済活性化のため、ご尽力を賜りますようお願
い申し上げます。

の連携及び両地域の物産を通じての下関商工会

終わりに、弘前商工会議所並びに会員の皆様

議所との交流を更に強化していくとともに、国

にとりまして、幸多き年となりますことを祈念

立大学法人弘前大学との連携協定に基づく、活

申し上げまして、新春のご挨拶といたします。
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新春座談会出席者（敬称略）
〈ゲスト〉
弘 前 商 工 会 議 所 会頭 永澤 弘夫
【㈱永澤興業 代表取締役】
五所川原商工会議所 会頭 山崎 淳一
【五所川原街づくり㈱ 代表取締役 副社長】
黒 石 商 工 会 議 所 会頭 村上 信吾
【㈲レストラン御幸 代表取締役】
〈企画・進行〉弘前商工会議所広報委員会
委 員 長（司会） 工藤 武重
副委員長
木村 和生
委
員
三上 貴生
委
員
阿保 秀樹
委
員
三浦 利吏
委
員
小山
悟
【工藤委員長】
（司会）
新年明けましておめでとうございます。

翌平成２７年度の北海道新幹線函館開業に向
けては、そのような事が無いように、前期から

本日は、「津軽三市商工会議所会頭に聞く」 取り組んできた函館商工会議所との交流事業を
と題し、三市の商工会議所会頭をゲストにお招

引き続き進めていきたいと考えており、函館と

きして、津軽一円、また各市における展望など

ともに、お互いに観光客の誘致をはじめあらゆ

様々な事柄について大いに語っていただきたい

る産業について、 面

と考えております。

く取り組んでまいりたいと考えております。

によるまちおこしに強

【司会】
ありがとうございました。それでは五所川原
商工会議所の新会頭山崎様にお願いいたします。
【山崎会頭】
実は私は１１月の１日に就任しましたが、現
在は２５年度事業計画が進行中ということで、
寺田前会頭の事業計画書の中で、
「観光振興を起

それでは、さっそくではございますが、三会

そして、それは函館と弘前という関係だけで

頭に会頭就任にあたってどのようなことを思わ

はなく、五所川原、黒石を含めた津軽地域全体

地域に愛される、行動する商工会議所をめざ

れたのか、また今後の展望についてお伺いした

で、取り組んでいきたいと考えております。

す」という方針のもとで、８つの主要な事業が

いと思います。
最初に二期目に入りました当商工会議所永澤

さらに日本商工会議所の観光振興大会をきっ

「３会頭の就任の抱負」
【永澤会頭】

「津軽の食と産業まつり」には、下関の名産品
を出品していただくなど、人・モノの交流が広
がっています。

そこで、今期より会頭に就任したということ
で、次年度以降大切にしていきたいと思ってい
ることをお話しさせていただきます。
まず３つの視点を大事にしたいと思っていま

まさに少子高齢化・過疎化のなかで、できる

私はこれまで、「地域を先導する商工会議所」 ことはなんでも行い、まちの活性化につなげた
を掲げ、４つの柱として、商工会議所法で定め

策定されております。本年度については、これ

かけに下関商工会議所とも交流を進めており、 を大事に活動していくという展開になります。

会頭にご発言の口火を切っていただきたいと思 「下関ふく（河豚）を食べる会」の開催はじめ、
いますので、よろしくお願いいたします。

爆剤に商工業者と地域経済の振興発展のために、

いと考えています。

す。それは「ビジョン」「戦略」「人づくり」の
３つです。
まず、ビジョンについてですが、たくさんあ

られている「建議活動の強化」、中心市街地の

る商工会議所の責務の中、地域活性化への貢献

活性化に向けた「まちそだての推進」への取り

と会員企業の支援が特に重要ではないかと考え

組み、本来の商工会議所の目的である「中小企

ています。

業支援の強化」と「組織・財政基盤の強化」に

地域活性化実現のためには、五所川原の将来

ついて取り組んでまいりました。

の街の姿をどのように想定し描くのかというこ

二期目も今までの４つの柱をさらに進化させ

とを、私だけではなく、関わる人たちが明確に

てまいりたいと考えております。

して、できれば共有していくということから始

また観光面においては、葛西弘前市長が、平

めたいと思います。

成２６年度の北陸新幹線の開通により、秋田県

そのビジョンが明確になった後、それを実現

北・岩手県北・角館・平泉・花巻を訪れる観光客が、

するための戦略を構築していきたい。今までの活

金沢に流れ込んでしまうのではという危機感を
持っておられますが、私も同感であります。

動を継続することもあると思いますが、新規にい

ゲスト

永澤

弘夫
夫氏

ろいろなことを考えていきたいと思っています。
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そして最も重要な事が、五所川原というま

要だと思っています。

れますが、結婚相手を探そうと真剣に取り組ん

ちを作った主要な人々と、今後時代を担ってい

中心商店街の活性化という観点では、シャッ

く青年部等の若いメンバーの両方に接点を持つ

ター通りの再生計画を今期の重点事業の１つに

私が、先輩たちの想いを後輩たちにつなげてい

掲げていきたいと思っています。

く、バトンタッチの役割もあると強く感じてい
ます。

様々な問題を抱えているなかでではございま

山崎

淳一 氏

したという報告がありました。
このような出会いの場を用意するということ
も１つの当所の大きな仕事だと思います。

すが、行政と一体になり、また県連合会・日商

さらに昨年、当所では、弘前大学と連携協定

とも連携をとりながら進めていかなければいけ

を結びました。弘前大学があるおかげで、弘前

ないと思っています。

に若い方が定着しておりますし、少子高齢化問

また、それに伴って観光振興のほうも進め

題についてゼミなどで取り組んでいただきたい

ていかなければならない。黒石には「黒石ねぷ

と思っています。そして「産・学・官」に金融

た」「黒石よされ」「こみせ祭り」など様々なま

機関の「金」を加えた「産・学・官・金」によ

つりやイベントが開催されているわけでおりま

るオール弘前での取り組みを今後目指していき

すが、年々集客が落ち込んでいる中で、中野も

たいと思っています。

みじ山の「もみじまつり」は集客が増えている

ゲスト

でおられる方もいて、２組のカップルから結婚

「前例がないから」「やったことがないから」

という結果が出ています。黒石にも、そういっ

という話はやめて、新しいことに果敢にチャレ

た魅力のある資源がたくさんあるわけですの

ンジしようという姿勢が大事だと思います。

で、それを活かした観光振興を進めていきたい

【司会】

と思っています。

ありがとうございます。それでは山崎会頭お

【司会】

願いいたします。

ありがとうございました。それでは黒石商工

【山崎会頭】

会議所の村上会頭にもお願いいたします。

今、永澤会頭からは、日本全体の課題につい

【村上会頭】

てのお話がありましたが、私は五所川原の立場

黒石商工会議所会頭の村上でございます。私

からお話させていただきます。

は今回で二期目ということになりますが、一期

現在、五所川原市では、小学生の数が、学校

目の時は前会頭が途中で辞任されたため、残任

が成り立たなくなるのではというほどまで減少

期間の１年間会頭を務めさせていただきました。

しており、地域の将来に不安を感じております。

二期目になって、今後は商工会議所がすべき

その意味では、弘前さんは、学園都市であり、

ことを模索しながら、１年間の経験を活かして

東北の中では仙台に次ぐ「住みたいまち」と言

いきたいと考えております。

われているなど若い人が集まりやすい街だと感

ゲスト

黒石では、４万人以上あった人口が今現在は
３万５千人ほどに減少しています。また、空き
店舗もずいぶんと増えてきています。
そのためにお客様の足が遠のくという悪循環
になっているまちは黒石だけではないかと思い

村上 信吾
信 氏

「地方都市の縮小経済について」
【司会】
近年、少子高齢化や労働力の流出など、地方

じております。五所川原にもその良い影響が波
及してくれればなと思っております。
商業の観点では、五所川原には、「五所川原
商人」という言葉があります。昔日本海交易が
盛んだった頃に、津軽平野の真ん中に位置する

ますが、商店街の活性化に向けて、商工会議所

経済は非常に深刻な打撃を受けておりますが、 という立地の優位性から、五所川原が商人のま

がするべきことを今期発見していきたいと思っ

このことについて永澤会頭は、どのようにお考

ています。

えですか。

また、商工会議所の方針として、「会員の事

【永澤会頭】

ちとして栄えたという経緯があります。
実はこの立地の優位性は、今も変わらずにあ
ります。これまでは、五所川原から各都市への

業所の経営の安定」については、これまでも重

少子高齢化・過疎化は今日本が一番悩んでい

点事業として掲げてきておりますが、今後も続

る問題だと思います。しかも、全国で平均的に

とによって、逆の流れも生まれて来ています。

けていかなければいけない事業だと思っており

ではなく、地方都市では拍車をかけて進行する

これまでの西北五という商圏だけではなく、津

ます。

と思います。

軽という商圏の中で五所川原は成り立ってい

さらに会員の事業所が元気になるための経営
指導も重要です。会員の減少が進むなかで、廃

そうなってしまうと、何の産業も成り立たな
くなってしまいます。

流れだけだったのですが、道路が整備されるこ

ます。
行政圏と異なり、商圏は消費者が「行きたい」

業に追い込まれないように指導をしていきたい

少子高齢化への取り組みは本来、国政の問題

と思うことで構築されます。五所川原では、こ

と思っています。あるいは、会員事業所の経営

だと思いますが、だからと言って地方都市とし

れからも、わざわざ来ていただけるようなまち

安定に向けたセミナーや講習会を開催する事

て放っておいていい問題ではないと思います。

づくりや施設づくりを通して、魅力を作り上げ

地方都市に住む我々が積極的に果敢に取り組

る事が、これからの縮小経済に対する五所川原

も、大切であると思っています。
また、「開かれた会議所」である事も、重点

んでいかなければならないと思います。

の対抗策ではないかと考えています。

事業になっていますので、会員への有意義な情

弘前では、「弘前感交劇場」という地域にあ

報の発信、時代に要求された事業の展開を推進

るもの全てを舞台装置と考え、まちの活性化に

することに加えて、いつでも気軽に相談に来ら

取り組んでいます。当所でもその一環で、特に

頭お願いします。

れるような体制づくりもしていかなければいけ

若い人たちに向けたイベントとして当時全国的

【村上会頭】

ないと思っています。併せて、部会・委員会を

に行われていた街コンの弘前版「ひろさき合コ

積極的に開催して、今直面している諸問題を取

ンリーグ」を実施しました。

り上げ、解決策を検討していくということも必

合コンとして楽しむという方ももちろんおら

【司会】
ありがとうございました。続きまして村上会

少子高齢化については、女性・男性共に今日
結婚したくないと思っている人が多くなってい
るのではないでしょうか。子どもを産みたくて
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も育てられないから産まないという人も随分い

かなければならないという覚悟をしているとこ

化を図っていくという図式が見えてきています。

るのではないでしょうか。そういう意味では、 ろです。
働ける場所、安心して子どもを産める環境づく
りというものが大切になってくると思います。

現在では行政がたいへん積極的な投資をして

【司会】

いますので、今後は商工会議所も一緒になって

山崎会頭、市街地の賑わい創出について、い

まちづくりをしていきたい。そうする事が中心

少子高齢化は、全国的な問題だと思いますの

かがでしょうか。

市街地の活性化に繋がっていくものと思ってい

で、できるだけ行政と商工会議所が一緒になっ

【山崎会頭】

ます。

て、そういう環境づくりを考えてくことが大事

【司会】

だと思います。

はい、ありがとうございます。村上会頭いか

また、定年後も継続雇用制度により６５歳ま

がですか。

で働ける環境になりましたが、たとえ私と同じ

【村上会頭】

７０歳になったとしても、まだまだ働ける年齢

中心市街地活性化への取り組みとして、今か

ではないかと思います。一つの職場で２０年３０

ら２４年前に青年会議所２０名で「こけしの会」

年仕事をしてきた人というのは、いろいろな技

を立ち上げ、まちづくりに取り組みました。

術的な面、知識の面で、入社したて人よりも優

２０００年にこの青年会議所と商工会議所青年

れたものを持っているわけですから、それぞれ

部を中心にＴＭＯ「津軽こみせ㈱」が設立され

の企業が、そういう宝物とも言える人材を大事

ました。現在、同社は法改正によりＴＭＯとし

五所川原の中心市街地の要
立佞武多の館
佞

にしていくことで、人材の流出を防ぐという事
にも繋がっていくと思います。

「中心市街地および地域の活性化について」
【司会】

五所川原の場合は、中心商店街と呼ばれたエ

ての機能はなくなったものの、黒石市の指定管
理者として、まちづくりの活動拠点「津軽こみ
せ駅」を運営し、重要な役割を担っています。

リアは、商業的には低迷しています。

しかし、カネ長デパートやジャスコといっ

これはやはり車社会が進展したということに

たショッピングセンターもなくなり、唯一地元

地域経済が縮小傾向にあるのは、少子高齢化

伴って、消費者の買い物のスタイルが変わって

のデパートであった、大黒デパートも現在休業

にその第一の要因があるようです。ここで、三

しまったことが原因ではないかと思います。消

状態にあり、市内には大きなショッピングセン

市の中心市街地、中心商店街についてお伺いし

費者に合わせた商業集積の形がショッピング

ターが、ほとんどない状態です。この様な中で

たいと思います。

モールを中心としたものに変わってきています。 中心商店街をなんとか活性化していかなければ

【永澤会頭】

また後継者がほとんどいないという状況の

なりません。

私は、東京方面へ行くたびにその人の多さを

中で、商売を継続できなくなったということも

希望があるのは、観光名所となっている「こ

羨ましく思ってしまいます。やはり、人が集ま

あって中心商店街とは呼べなくなっていると思

みせ通り」です。現在、料亭であった「旧金平

る場所でこそ商売が成り立っていくのではない

います。

成園（澤成園）」という庭園や銭湯であった「松

かと思ってしまいます。
弘前は一時期、中心商店街である土手町で空
き店舗が増加し、駅前の大規模商業施設も閉鎖
してしまい、惨憺たる状況にありました。

ただ、五所川原駅前に限っては、中心商店街

の湯」の再生に着手しています。これらが完成

とは呼べなくとも、まだまだ中心街ではあり続

すると、「金平成園」から「松の湯」の間にあ

ける可能性は高いのです。

る

青森がコンパクトシティという名前を使って

このような中で、土手町では土手町コミュニ

いますが、県内では五所川原が一番コンパクト

ティパークができ、隣接する駐車場でランチタ

シティだと私は思っています。駅から１キロ四

イムに３時間の無料開放を行っています。その

方くらいのところに、まち機能が全部集約され

結果、無料の時間帯以降も駐車する人がいるこ

ているのです。

とから、逆に収入は増加しているそうです。

こみせ

を活かして、中心商店街の活性化

に役立てるものができるのではないかと思って
います。
さらには、空き店舗の活用についても計画し
ていかなければいけないと思っています。

商業機能がエルムを中心としたエリアにシフ

これほどに自動車での移動が多くなってきた

トしているので、いわゆる中心商店街ではない

今日では、駐車場の確保等、車で来やすい環境

けれど、中心街としての役割は十分果たしてい

を用意することも大切だと思います。

けると思っています。

また駅前地区でもヒロロの開店以降、飲食店

現在、五所川原では立佞武多の館周辺が中心

を中心に賑わいを見せています。また、隣接す

街となっています。その周りに、来年７月に第

る土手町と駅前・大町をつなぐ「えきどてプロ

２の集客施設として「まちなかパーク」の建設

ムナード」で、マルシェ等のイベントを開催し

が予定されています。それに合わせてこれまで

人の賑わいを創出しています。

になかった地元ＦＭの開局を進めています。

弘前市民の皆さんが「こうしてはいられな

それから市では、西北五の中核病院として来

い」という危機感を持って動いていただいた結

年４月の開院を目指して「つがる総合病院」の

果だと思います。今後は、仕事が終わってから

建設を進めています。これによって医療・福

中心商店街を歩く人が増えてきているので、そ

祉の中心が中心街にできるということになりま

「北海道新幹線新函館開業について」

ういった人たちが街を巡れるようにはたらきか

す。その後、市庁舎の中心街への移転も計画さ

【司会】

けて行きたいと思っています。

れております。

商工会議所、商店街の方々、それに行政が、

医療や福祉、行政サービスなどが集約した中

こみせ通り活性化の中核
化の中核
松の湯

ありがとうございます。それでは、話題を少
し変えまして、北海道新幹線が平成２７年度に

三位一体となって頑張っていかなければ、この

心街という形が段々はっきりとしてきています。 開通する予定です。

難局を乗り切れないと思います。少子高齢化も

そうなるとそこに暮らす人に向けた商業施設な

これにより観光客が函館への往復で青森県に

含めて、我々は地道に前向きに努力を続けてい

どが必要になって来ます。この様な流れで活性

も、津軽に寄っていただけるようになると思い
ますが、開業に向けた展開についてお伺いした
いと思います。
【永澤会頭】
当所では、平成２３年４月に函館商工会議所
と「津軽海峡観光クラスター会議」を設立し、
様々な交流事業やビジネスマッチングを展開し
てまいりました。その中で函館商工会議所松本
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会頭との個人的な信頼関係を築くとともに、副

戦略をもっともっと売り出していく必要がある

会頭や専務理事同士の交流等強い信頼関係を築

と思います。

いてきました。

青森県人が考えている以上に、都会の人に

今後このような仕組みをもっと検討して、弘
前や五所川原に来た観光客が弘南鉄道を使って
でも黒石の方に来られるような環境づくりを、

実は、函館の方々から、北海道新幹線が開業

とって津軽は魅力的な場所だと捉えられていま

一緒になってやっていければいいと思ってい

したら函館から津軽へと観光客を誘導してほし

す。ただ受け入れ態勢ができていないというの

ます。

いというありがたいお話をいただいています。 が実情だと思います。
そのための色々な方策をお互いに講じようと、
「津軽海峡観光クラスター会議」に磨きをかけ
ようと相互に連携をとっているところです。

五所川原では、東京圏だけではなくて名古屋
等の中京圏に津軽の売り込みをかけています。

「今後の連携の可能性について」
【司会】

津軽をイメージ作りのキーワードに津軽とい

今、山崎会頭、村上会頭から三市の連携プ

うものが売り物になるような中身の充実を図る

レーについてのお話がありましたが、永澤会頭

成２４年度より「はこだてクリスマスファンタ

ことが大切だと思っています。

はどのようにお考えでしょうか。

ジー」に「ひろさきナイト」という日を設けて

【司会】

【永澤会頭】

その成果のひとつとして、交流事業では、平

全くそのとおりだと思います。五所川原会頭

いただいて、葛西市長をはじめ、数百人の弘前

ありがとうございます。黒石のほうではＢ級

市民が函館に行き、金森赤レンガ倉庫で合同で

グルメとして「つゆやきそば」を展開しておら

の山崎さんも津軽という

実施しています。

れますが、これらについていかがでしょうか。

うお話でした。まさに葛西市長も我々も全く同

【村上会頭】

じ考えです。やはり津軽全体を回っていただけ

また、ビジネスマッチングの成果として「ラ
グノオささき」さんが、オリジナル商品として

先般、愛知県豊川市で行われたＢ１グラン

赤レンガの倉庫をイメージしたお菓子「金森赤

プリで黒石の「つゆやきそば」は１０位入賞で

レンガ倉庫のキャラメルガトー」を開発、製造

きませんでしたが、大きな成果をあげてきたと

面

で考えようとい

れば、どこかに宿泊していただけると考えてお
ります。
例えば、黒石の「中野もみじ山」と「弘前

したり、当所の常議員であります「六花酒造」 思っています。

城菊ともみじまつり」を組み合わせるツアーや

さんでは、道南の昔のお米を使った「ガスバリ

また、ハワイのホノルルでも青森県のグルメ

弘前ねぷた、五所川原立佞武多を組み合わせた

２０１３」という函館銘柄の地酒を造ったりと会

として、十和田の「バラ焼き」、八戸の「せん

ツアーなど、津軽地域を

員同士の密接な関わりが始まっています。

べい汁」、青森の「しょうがみそおでん」、黒石

もらえるような仕組みづくりが必要だと思いま

の「つゆやきそば」の４団体が青森フェアを開

す。そのためにも我々の連携が大切だと思い

催して宣伝してきました。

ます。

今後はこの関係をもう少し進展させていきた
いと思っております。
そして新幹線の開通後は、弘前単独ではなく、

面

として楽しんで

今、
「やきそばのまち黒石会」が活発に活動し、 【司会】

津軽一円での観光を考えたいと思っています。 「つゆやきそば」を目当てに来る観光客の方も
いらっしゃるようになりました。今後もっと研
究開発することでＢ１グランプリのゴールドま
で行けるのではないかとも思っております。

「津軽三市商工会議所会頭に聞く」と題し、
三会頭にお話を伺ってまいりました。
今年は、各商工会議所にとりまして更なる躍
進の年となりますとともに、この座談会を機会

新青森駅が開業したときも、黒石までのシャ

に 三 商 工 会 議 所 が 共 に 手 を 取 り 合 い、 津 軽

トルバスを駅の前に配置しましたが、思うよう

一 円 の 発 展、 活 性 化 に 向 か う 始 ま り と な れ

な効果が得られませんでした。

ば と 思 い ま す。 本 日 は あ り が と う ご ざ い ま

北海道新幹線が開業した時には、函館から青

した。

森、そして弘前へ来てもらい、黒石は弘前との
連携し、観光ルートを作っていければと思って
います。その中には田舎館村の「たんぼアート」
なども加えて、それを目的に来る観光客を黒石

はこだてクリスマスファンタジーひろさきナイト
【司会】

へ呼び込めるような仕掛けも考えられると思い
ます。

山崎会頭、太宰治の人気というのは廃れるこ

当会議所では、昨年から隣接する田舎館村や

とがないのですが、旧金木町を中心とした奥津

平川市と連携し、「ナビチャリ」を活用した滞

軽観光と函館とのジョイントについては、どう

在型の広域観光可能性調査事業に取り組んでい

お考えでしょうか。

ます。今やメジャーとなっている「たんぼアー

【山崎会頭】

ト」、「盛美園」などを経由し、伝承工芸館へと

結論を言うと、今永澤会頭がおっしゃったと

向かうルートを創ろうという計画があります。

工藤

武重委員長（司会）

おり、五所川原だけの魅力だと、わざわざおい
でいただくものではないだろうと思っており
ます。
確かに太宰治のファンは根強く、他にも立佞
武多がありますが、立佞武多の館と太宰の斜陽
館だけで観光として成立させるのは難しいと思
います。したがって青森、弘前、黒石も含めた
連携というのが、これから大事になってくるの
ではないでしょうか。
五所川原単独ではなく、津軽というイメージ

今後の三市商工会議所の連携を確認！
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年も全国５１４の商工会議所の皆様の力を結集
して「遊休機械無償マッチング事業」、「販路回
復事業」などの被災地支援を継続します。１日
三村明夫（みむら・あきお）
日本商工会議所会頭
【略歴】
東京大学経済学部経済
学科卒業。富士製鐵㈱（新
日本製鐵㈱を経て現新日
鐵住金㈱）入社。
新日本製鐵㈱社長、会
長を歴任し、平成２５年１１月に新日本住鉄
㈱の相談役・名誉会長に就任。同時期に東
京商工会議所並びに日本商工会議所の会頭
に就任。現在に至る。

行の主役は民間企業、特にその大宗を占める中

も早い本格復興に繋げるため全力を挙げていき

小企業です。大企業を中心に業績の回復がみら

ましょう。

れますが、中小企業の景況感は、依然としてま

特に、福島再生については、国の強力なリー

だら模様と言わざるを得ない状況です。わが国

ダーシップのもと、原発事故の早期収束を目指

の成長を確実なものとするためには、日本経済

すとともに、適正な除染や避難している方々の

の基盤を支える中小企業全体の底上げを実現す

生活再建、風評被害の根絶、汚染水問題の早期

る必要があります。

解決などを図る必要があります。復興への道筋

そのためには、まずはわれわれ自身が気概

が見えない中、地域の経済やコミュニティーを

と自信を持ち、自助努力を重ねることが大事で

支えようと尽力しているわれわれの仲間を全面

す。多くの中小企業は、独創的なアイデアや創

的に支援してまいります。

意工夫を持って、成長を図っています。知恵を
東北の皆さま、明けましておめでとうござい

また、「エネルギー政策」、「 経済連携協定の

絞って課題解決を図っている好事例は貴重な財

着実な推進と強い農林水産業の創出

の同時達

ます。

産ですので、商工会議所が中心となって、広く

成」、「社会保障制度の再構築」などの重要課題

■「日本再出発の礎」を築く

横展開を図ってまいります。一方、自らの力だ

に対しては、１２７万会員の力を結集して、積

私は、昨年１１月の会頭就任時に「新たな日

けではどうしても解決できない構造的な課題の

極的な政策提言を続けてまいります。

本再出発の礎を築く」とした所信を表明しまし

解決策については、現場と丹念に対話を重ね政

２０２０年のオリンピック・パラリンピック開

た。新たな再出発を果たすため、「わが国の強

策提言にまとめ、政府等に積極的に発信してま

催は、各地域においても自身の成長を実現で

みと潜在力の再認識とその発揮」、「民間の自助

いります。特に、４月の消費税率引き上げに関

きるチャンスです。地域活性化の中核的な担い

努力」、「成長につながる国際化」の３つの視点

しては、中小企業の円滑な価格転嫁が進むよ

手である商工会議所が主導して、観光資源や文

を踏まえた上で、「現場主義」と「双方向主義」 う、万全の対策を進めてまいります。

化、歴史をうまく活用し、独創性にあふれる多

を基本行動として、商工会議所の運営に取り組

くの取り組みを生み出し、地域の再生につなげ

んでまいります。

■「日本再出発」に向けた重点課題への取り組み
今年で東日本大震災から３年が経ち、私も

■民主導で「成長戦略」実行

会頭に就任してすぐに被災地を訪問いたしまし

さて、今年はデフレ脱却と経済再生の道筋を

ていきましょう。
■「地域の発展」「日本の発展」のために

た。被災企業が事業再開を果たし、徐々に復興

私たち商工会議所は、
「会員企業の発展」、
「地

確実にするための正念場の年となります。デフ

への歩みが進んでいる様子を目の当たりにし、 域の発展」、「日本の発展」の３つのミッション

レマインドから脱却し、自信を持って前向きな

これも、東北の皆様のひたむきな努力と、何が

を持っています。そしてこの３つが同一方向を

行動マインドに転換する、いわば「国のリセッ

あっても諦めない意思の強さの表われであると

向いていることが極めて重要です。

ト」の年と言えます。

感服しました。しかしながら、地域によっては

その成否を握るのは「成長戦略」であり、実

依然として復興が進んでいないのも事実で、今

私は、会頭に就任後すぐに、全国９ブロック
の主要商工会議所を訪問してまいりました。
そこで地域や日本の発展のため、多大な努力
を日々実践している現場を目の当たりにしまし

函館市金森赤レンガ倉庫で「はこだてクリス
マスファンタジーひろさきナイト」が開催され
ました。「ひろさきナイト」は今回で３回目と
なり、函館市民にもすっかり定着しました。
また、当所まちそだて大使の田村昌弘氏が弘
前観光コンベンション協会からのれん分けをし
た函館のまち歩きガイド「だいもん路地裏探偵
団」がツアーを組み、函館市の路地裏を弘前市

開 催 日：平成２６年２月８日㈯・２２日㈯
受 付 時 間：１７時３０分〜１８時３０分
集 合 場 所：土手町コミュニティパーク
合コン時間：１９時〜２２時３０分
合コン会場：鍛冶町・土手町周辺飲食店
【申込締切】２月８日開催分は１月２８日まで。
２月２２日開催分は２月１０日まで。
※詳細はホームページをご覧ください。
http://www.hcci.or.jp/txt/gocom/ ＜情報調査課＞

た。大変力強く感じるとともに、こうした活動
をより深化させていかなくてはならないという
思いを新たにしました。地域における商工会議
所のリーダーシップを発揮し、地域発の成長を
強力に進めてまいりましょう。本年が、日本再
出発に向けた力強い一歩を踏み出す年となりま
すよう、皆様の一層のご支援とご協力を心から
お願い申しあげます。

からの訪問団に紹介していました。
金森赤レンガ倉庫ＢＡＹギャラリーでは昨
年に引き続き「津軽のクラフト展〜弘前の手仕

希望
職種

事・ものづくり」と題した伝統工芸品の特別展
示会が開催され、津軽塗・津軽打刃物・こぎん
刺し・木工・津軽焼・りんご草木染め等、作品

１

貿易関係
２０ 弘前市
翻訳・通訳

２

歯科助手
１０ 弘前市
事務

約５００点が展示されました。
３

配達
製造

１７ 弘前市

４

介護

１５ 弘前市

５

製造

２０ 弘前市

との連携が深まり、当所としては函館商工会議
所と組織する津軽海峡観光クラスター会議を基
軸として、平成２７年度の北海道新幹線開業の
経済効果を弘前地域にも広めるために、各事業
に取り組んでまいります。

＜まちそだて課＞

職歴・経験等

学歴・免許
・資格等

希望勤務地
時間
通訳（中国語）や
弘前市内
高卒
工場の生産管理
８時半〜
普通自動車免許
３年
１８時半
高校中退 普通自動車免許 弘前市内
ワード・エクセル２級
歯科助手
１年 パワーポイント初級
８時〜
接客・販売 ５年 日本歯科医師会乙種第一歯科助手
日商販売士検定３級
１８時半
工場内作業（出庫・ 高卒
弘前市
運搬）
９年 普通自動車免許
時間不問
建設作業 １６年 フォークリフト
短大卒 普通自動車免許 弘前市内
製函
５年
簿記３級
９時〜
看護助手
４年
介護職員基礎研修終了
１７時
自動車組立 ４年
電子部品組立２年

高卒 普通自動車免許
簿記実務２級
有機溶剤作業主任者
危険物取扱者乙種第４類
機械保全機械系２級

弘前市内
時間不問

コールセンター業務 高卒 普通自動車免許 弘前市近郊
１年 ファイナンシャルプランナー２級 ９時〜
生保・損保業務 ４年 危険物丙種
１８時
高卒
弘前市内
総務事務
調理補助
３年
７
１５ 弘前市
普通自動車免許 ８時〜
調理補助
総務事務
６年
簿記３級（日商） ２１時
配送
１２年 高卒 普通自動車免許 弘前市内
販売主任者二種
８ 配送 １８ 平川市 建築板金 ２ヵ月 危険物丙種
８時〜
自動車製造 ７ヵ月 ＭＯＳ（ワード・エクセル）
１７時
高卒 普通自動車免許 大鰐町近郊
医療事務 １４年
９ 医療事務 １５ 大鰐町
日本医療事務検定 ８時半〜
銀行窓口
２年
簿記２級（日商）
１７時
６

「ひろさきナイト」の継続開催により函館市

希望 住所
月収

事務

１３ 弘前市

１０ 事務

２０ 弘前市

資材購買
総務事務

３年 大卒
１５年 防火管理者

弘前市内
時間不問

※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。

