ヘッドライン
◇チャリティー
ダンスパーティー盛況 …２面
◇無料経営講習会開催

…３面

◇経営セーフティ共済
にご加入を！ …３面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp
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〒０３６−８５６７ 青森県弘前市上鞘師町１８−１
弘前商工会議所
TEL 0172（33）4111

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

当所独自の顕彰制度である「街づくり大賞」は、弘前市において商工農業をはじめ、各界の分野において地道な活動で地域の振
興発展に寄与する等、元気ある街づくりに功績のある方々を表彰し、その不断の努力を称えるために制定されたものです。
≪地場産業振興部門大賞≫

㈲ 大 和 家（工藤とし女将）
【選考理由】

創業時の店名は木村菓子店であり、市民に親し

り、弘前銘醸㈱の倉庫として現在でも使用され

まれている「開雲堂」という名は２代目音助氏

ている赤レンガの酒蔵もその一つである。異国

が東京で修行後命名した。現在は木村ノブ氏が

情緒漂う赤レンガ倉庫と塀が醸成する景観は、

４代目を継いでいる。弘前の目抜き通り土手町

ランドマークとしても人々の記憶を支え、ハイカ
ラな弘前人気質を生む重要な要素となっている。

津軽の郷土料理を提

の店舗は昭和３年建造。店内はモダンと伝統が

供する大衆割烹として

溶け合った独特の趣を醸し出し、四季折々の生

大正１２年創業。日本

菓子が来店者の目を楽しませる。明治３９年、

髪に笑顔がトレード

津 軽 藩 の 藩 祖 ・ 為 信 公 の 没 後 ３００ 年 を 記 念

マークの名物女将・工

し、初代が創製した「卍最中」は１００年以上

藤としさんが３代目女

市民に親しまれている弘前を代表する銘菓。時

将として６０年に亘り

代が移り変わる中、選び抜いた素材による昔な

弘前市・弘前商工会議所・弘前観光コンベン

大和家の屋台骨を支え

がらの変わらぬ味を提供し続け、何代にも亘っ

ション協会の３者主催により平成４年にスター

てきた。大和家の看板

て市民に愛されてきた老舗和菓子店は弘前の地

トした「弘前観光ボランティア養成事業」修了

オリジナル商品「ネハァー漬」は岩木山麓で採

場産業の振興と宣伝に大きく寄与している。

者９７名を母体として平成７年に設立。「弘前

れた山菜を、北海道産の数の子・がごめ昆布と
一緒に特製の醤油タレに漬け込んだ郷土料理の
逸品。平成２１年にはＪＡＬのファーストクラ
ス機内食に採用された。店舗営業と平行して、
昭和４６年には全国のコンビニに先駆けておに

《街並み景観部門大賞》

弘前銘醸㈱赤レンガ景観
（加藤宏幸取締役社長）
【選考理由】

《地域文化振興部門》

弘前観光ボランティアガイドの会
（中谷敏右会長）
【選考理由】

さくらまつり」等のまつり期間中、来園者への
ガイド活動を行う他、
「ひろさき街歩き」と連
動し、年間を通じて弘前市内の観光案内を請け
負っている。会では日々のガイド業と平行して、
おもてなし接遇研修や樹木医による弘前公園内

ぎりを商品化。女将のイラストがトレードマー

弘前市は、藩

クのおにぎりは永らく市民に愛されてきた。女

政時代から戦前

今年度は東北・北海道内各地域の観光ガイド団

将の柔和な人柄を慕う市民により大和家の雰囲

にかけて、
東北を

体の相互交流と活動の活性化を目的に当会が主

気が作られてきたが、今年の１１月をもって惜

代表する酒の生

体となって「東北・北海道観光ボランティア連絡

しまれつつも閉店。今後は、健康食品の製造・

産地であった。

協議会」を設立、第１回ブロック大会を弘前で

販売へ事業転換する予定。県産素材と無添加に

明治～大正期の

開催した。他地域のガイド団体をリードする存

こだわった商品作りで津軽の味を提供し続ける

実業家であり、弘前の酒造界を代表する福島藤

在として、その活動の場を広げている。観光客

「大和家のものづくり」は地場産業の振興と宣

助氏は大工から酒造業に転じ、食品製造業、印

と地域住民が同じ

伝に大きく寄与している。

刷業、製糸業などにも進出した、弘前を代表す

感動を共有し交流

る経済人である。大正７年に福島氏によって設

する新たな旅のス

立された富名醸造は、画期的な速成醸造法と四

タ イ ル ＝「弘 前 感

季醸造法を取り入れた近代的工場生産によっ

交劇場」推進の担

て、大正期には東北・北海道で首位の清酒生産

い手として長年に

明治１２年に津

量を誇った。その後富名醸造の酒造業は弘前銘

亘り弘前の魅力を

軽の地主であった

醸㈱に引き継がれたが、昭和６０年を最後に清

発信し続け、
「訪

初代木村甚之助氏

酒醸造が廃されている。現在、福島氏の酒造り

れる人の心に残る街づくり」に貢献してきたそ

が、餅屋から転身

自体を継承するものは無いが、福島氏が好んだ

の活動は、観光地弘前には無くてはならない存

したことが始まり。

赤レンガ造りの建物は数多く弘前に残されてお

在として地域の文化振興に大いに寄与している。

≪地場産業振興部門大賞≫

㈱ 開 雲 堂（木村ノブ取締役社長）
【選考理由】

植物についての勉強会等を定期的に開催。また、
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４つの部会で事業を実施いたしました
〜運輸・交通部会〜

〜医療福祉・専門サービス部会〜

長野で新幹線関連研修

ボウリングで会員親睦

名の参加で開催
しました

運輸・交通部会（工藤清部会長）では１１月

３６

５日～６日に長野視察会を開催し、４名の参加
で新幹線関連の研修を行ってまいりました。
今回の視察は、平成２７年度末に北海道新幹
線函館北斗開業を控える我々が、開業後に新青
森がただの通過駅とならないよう、どのような

長野商工会議所にて

対策、取り組みが必要かを勉強することを目的

ア全体で人を呼び込みたい、延伸後に善光寺の

としたものです。

御開帳があるので、全国キャラバンなどで大々

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会

的にＰＲをしている、などの取り組みについて

長）では１１月１０日、昨年に引き続き会員親

具体的な説明をいただきました。

睦ボウリング大会をアサヒボウルで開催いたし

始めに長野商工会議所を訪問し、一足先に今
年度末、北陸新幹線金沢開業を迎える長野のこ
れまでの活動についてお話を伺い、質疑応答を
行いました。
延伸先と競争するのではなく、協力してエリ
きらり☆まちだ祭、まちだシルクメロン視察

食品・農産物部会（櫛引利貞部会長）では、
１１月９日～１０日に視察研修会を実施し、５
名の参加がありました。
９日は、東京都町田市のＪＲ町田駅周辺で行
われている、キラリ☆まちだ祭を視察しまし

ました。

屋敷、大宮の鉄道博物館の見学を行いました。

今回は、さまざまな業界から申込があり、

＜総務財政課＞

６事業所３６名の方々に参加していただきまし

まちだシルクメロン

〜食品・農産物部会〜

その後、善光寺を参拝し、翌日は真田の武家

た。皆さん、ハイスコアを目指して力投してい
ました。２ゲームの合計点で競われた今大会の
優勝者は㈱産交の相馬さんに決定しました。
大会後の懇親会会場で表彰式が開催されまし
たが、昨年からゲームの順位による表彰ではな
く、くじ引きで参加者全員に賞品を差し上げる
形式をとっているため、下位の方が大きな賞品

た。よさこい踊りや、
「いっぴんマルシェ」と

を当てたりハイスコアで上位になった方が小さ

いう食をテーマとしたブースが約２０店舗出展

な賞品を当てたりと、懇親会もとても盛り上が

しているほか、農産物品評会と題して町田市内

る独自の水耕栽培により、通常であれば、一株

り、参加された皆さんは非常に満足されている

で作られた野菜と植木のナンバー１を決めるコ

から１～４個ほどの収穫を約６０個まで実らせ

様子でした。

ンテストが行われるなど、町田市内で作られた

ることが可能となりました。味わいも高級メロ

名産品を多くの人に知っていただこうと企画さ

ンの水準とされる糖度１５度をクリアし、本格

れたイベントです。当日は、町田商工会議所の

的な商品化に向け準備が進められているそうで

工業部会が中心となり、地元企業とで作りあげ

す。栽培施設を視察したあと、本来であれば収

た「まちだシルクメロン」が２０玉限定で販売

穫した直後に食べることはあまり好ましくない

されるなど、当日は大いに賑わっていました。

というお話がありましたが、採れたてのメロン

１０日は、
「まちだシルクメロン」の栽培施設
ことで生み出された「町田式新農法」と呼ばれ

＜情報調査課＞

建設部会（吉川功一部会長）では、１１月
１２日～１３日に１２名の参加で視察研修会を実
施いたしました。
１２日は、１１月３０日のグランドオープンに
先駆けて、藤沢市の「Fujisawaサスティナブル・

／ にグランド
オープンしました

参加者達もおいしそうにいただいていました。

Ｆｕ
ｊ
ｉ
ｓａｗａサスティナブル・スマートタウン等視察

１１
３０

業」として、国土交通省「平成２５年度第１回
住宅・建築物省CO2先導事業（住宅）」に採択さ
れたものです。担当者の説明によると、住人た

あいさつを述べる宮内会頭
１１月１９日に銚子商工会議所の役員・議員
視察研修団１１名が来弘され、当商工会議所と
の意見交換と市内の視察見学が行われました。
このたびの視察研修は、観光振興事業として
日本商工会議所から表彰を受けた弘前感交劇場
の取り組み事例を学ぶことを目的にしたもの

スマートタウン」を視察しました。この事業は、
官民共同で推進される「環境配慮型街づくり事

銚子商工会議所が当所を視察

をいただきました。メロンの糖度は１６度あり、

を視察いたしました。町田の技術を集結させる

〜建設部会〜

＜総務財政課＞

で、当日は映像資料を交えて、まち全体を劇場
次に「テラスモール湘南」に移動。この

と見立てた弘前感交劇場による交流促進の取り

ショッピングモールは、湘南エリア最大であり、 組みを紹介のあと質疑応答が行われました。
環境技術の導入に積極的に取組まれています。
また、意見交換会終了後には市内視察が行わ

き、タウンマネジメント会社が集約し、サス

１３日は、東京ビックサイトで開催された れ、紅葉を眺めつつ石垣修復工事の計画を説明
「ジャパンホーム＆ビルディングショー２０１４」 しての弘前公園の散策をはじめ、弘前市りんご
の視察をしました。本展示会は、建設に関連す 公園ではりんごのもぎ取りを体験いただいたほ

ティナブル（持続的）に街を発展させ続けてい

る企業が一堂に会して実施され、今年は国内外

か、藤田記念庭園や禅林街、最勝院五重塔など

くことが大きな特長との事でした。引き続き、

から約４５０社が出展し、３日間で約３万人を集

街並みを見学いただきました。

先進のスマート技術を導入した住宅や商業施設

客する国内最大級の建設関連の展示会です。参

ご参加いただいた銚子商工会議所の宮内会頭

などを実際に案内していただきました。参加者

加者は、それぞれ興味のあるブースで熱心に情

からは「弘前感交劇場はすばらしい取組みであ

は質問をしながら熱心に視察をしていました。

報収集や商談をしていました。＜情報調査課＞

りたいへん参考になった。魚と醤油のまち銚子

ちがより良い暮しをつくるアイデアを出してい

から見ても、弘前は落ち着いた城下町の風情に
あふれ街並みも魅力的である。弘前を訪れて本
当によかった」との感想をいただきました。
なお、今年度の視察受け入れは、５月の登
別・室蘭・伊達商工会議所ご一行、８月の長野
県商工会議所連合会専務理事県外研修に続き３
組目となりました。

＜総務財政課＞
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お気軽にご相談を！！
『なんでも相談会』もちろん無料です

無料！ヒント満載 経営講習会開催
「異業種連携したい！」
「海外へ販売したい！」
「電力の広域的な活用について知りたい！」
そんなあなたに役立つヒント満載の経営講習

日常、事業や業務を行う中で、許認可の必
要性やその他、商取引でわからないこと、お
困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
●開 催 日 １２月１７日㈬・１月２１日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 当所５階相談コーナー
●相 談 員 桔梗行政書士事務所
行政書士 竹内知弘
●相談内容 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＞
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公的年金等の収入金額の合計が４００万円以
下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所
得金額が２０万円以下である場合には、所得税
及び復興特別所得税の確定申告をする必要はあ
りません。
なお、所得税及び復興特別所得税の還付を受
けるためには、確定申告書を提出する必要があ
ります。
作成に当たっては、復興特別所得税を忘れず
に記入してください。
また、所得税及び復興特別所得税の確定申告
が必要ない場合であっても、住民税の申告が必
要となる場合があります。住民税に関しては、

会です。ご参加をお待ちしております。

お住まいの市町村にお尋ねください。税に関す

●日時

平成２７年１月１５日㈭

る情報は、国税庁ホームページをご覧ください。

●場所

青森国際ホテル（青森市新町１−６−１８）

１３：３０～

●講演テーマ
『中小企業

川端 政子氏

合に、生活の安定や事業の再建を図るための資

野田 正信氏

へ』

常時使用する従業員の数が２０人以下（商
業・サービス業では５人以下）の個人事業主

倉田 昌直氏

受講訓練
受講期間

希望月収（万）
免許・資格・
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等
英検準２級・漢検３級
ホームページ
１２
ワード・エクセル
１
−
制作科 弘前市 Illustratorクリエイター
弘前市
６ヶ月
Photoshopクリエイター

青森県、青森市、青森県中小企業団体

中央会、青森県商工会連合会、青森県商工会
議所連合会、
（一社）青森県中小企業診断士協会
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＞

加入時の年齢の上限はありません。

ホームページ
制作科 弘前市
６ヶ月

普通自動車免許
MOSワード・エクセル２００７
Illustratorスタンダード
ドットコムマスターベーシック
Webクリエイター上級
Photoshopスタンダード

広告の校正２年２ヶ月
１５
発掘作業員７ヶ月
弘前市内
総務事務１年

３

ホームページ
制作科 弘前市
６ヶ月

普通自動車免許
MOS２００３ワード・エクセル
調理師
Illustratorスタンダード
Photoshopスタンダード
ドリームウィーバー上級

接客・調理１年３ヶ月
１３
惣菜調理１年３ヶ月 弘前市・
調理補助７ヶ月
青森市

４

ホームページ
制作科 弘前市
６ヶ月

普通自動車免許・歴史検定２級
MOSエクセルスペシャリスト
MOSワードスペシャリスト
Illustratorクリエイター
Webクリエイター上級
ドットコムマスターベーシック

選果等８ヶ月
選果２ヶ月
清掃１年４ヶ月

１３
弘前市内

５

ホームページ
制作科 弘前市
６ヶ月

普通自動車免許
宅地建物取扱主任者
第２種電気工事士
危険物取扱者乙４類
MOSエクセル

製造２年１０ヶ月
製造３年
製造２年

１５
弘前市
近郊

普通自動車免許
パソコン３級（エクセル）
ジュエリーコーディネーター３級
防火管理責任者
WEBクリエイター能力認定試験
ホームヘルパー２級
危険物取扱者乙種４類

厨房・ホール１年
２０
アドバイザー１年１０ヶ月 弘前市内
ホテル支配人１年６ヶ月 及び近郊

◇掛金
毎月の掛金は、１，
０００円～７０，
０００円の範囲
内（５００円単位）で自由に選べます。
◇掛金は全額所得控除
掛金は、その年に支払った全額が｢小規模企
業共済等掛金控除｣として、その年の課税対
象所得から控除できます。
◇共済金の受け取り
共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満

貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」

期はありません。共済金は一括受取りの場合

という事態はいつ起こるかわかりません。経営

には退職所得扱い、分割受取の場合には公的

セーフティ共済（正式名称：中小企業倒産防止

年金等の雑所得扱いとなります。

共済制度）は、そのような不測の事態に直面さ

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、

共済制度です。

臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証

◇貸付

人不要で受けられます。

取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収
倍（限度額８，
０００万円）」と回収困難となっ
た売掛金債権等の額」とのいずれか少ない額

◇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。
◇税法上のメリット
掛金は、税法上損金（法人）または必要経費
（個人事業）に算入できます。
詳しく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

８

介護福祉科
弘前市
６ヶ月

９

OAビジネス
基礎科 平川市
３ヶ月

＜経営支援課＞

１０

普通自動車免許
ワード・エクセル２級
日商簿記３級
Webクリエイター初級
Photoshopクリエイタースタンダード
普通自動車免許
教職員免許（英語）２級
MOSワード・エクセル
スペシャリスト
介護実務者研修課程修了

製造事務３年
１０
安全係にての補助作業６ヶ月
弘前市内
製造事務４年８ヶ月
事務補助５ヶ月
事務補助７ヶ月
事務補助２ヶ月

普通自動車免許
職業指導員１年４ヶ月
介護福祉士
社会福祉主事任用資格
福祉住環境コーディネーター２級 看護助手２年
介護保険事務士
調理補助１年８ヶ月
MOSワード・エクセル（２０１０）

パソコン事務
普通自動車免許
基礎科 藤崎町 調理師
４ヶ月
ホームヘルパー２級

寮の生活支援業務等
３年

http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
＜経営支援課＞

１３
弘前市・
平川市・
黒石市

１５
弘前市

※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。

１

青森県特定（産業別）最低賃金が、平成２６年１２月２１日から改正されます。
金額等は次のとおりです。
（１）鉄鋼業
時間額 ８００円 （改正前 ７８７円）
（２）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
時間額 ７３５円 （改正前 ７２１円）
（３）各種商品小売業 時間額 ７２７円 （改正前 ７１４円）
（４）自動車小売業
時間額 ７６６円 （改正前 ７５３円）
２

なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、
平成２６年１０月２４日から、時間額６７９円に改正されています。

３ 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/）

ださい。

１０
（パート）
弘前市

青森県特定（産業別）最低賃金改正のお知らせ

の範囲内において、共済金の貸付けが受けら
証人」
「無利子」です。

広告デザイン
７ クリエイター科 大鰐町
４ヶ月

必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も

困難になった場合に、
「納付された掛金の１０

れます。共済金の貸付けは、
「無担保・無保

広告デザイン
６ クリエイター科 弘前市
４ヶ月

◇担保・保証人不要で貸付制度が利用可能

れた中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする

住所

２

（共同経営者含む）および会社の役員です。

●主催 （一社）青森県中小企業診断協会
●共催

金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
◇加入対象の条件

『夢への挑戦！地方発ブランドを世界ブランド
講師

業主（共同経営者含む）または会社等の役員の
方が事業をやめられたり、退職されたりした場

『「電力広域的運営推進機関」の役割』
講師

＜経営支援課＞

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事
地域を越えた異業種連携～モノヅ

クリンクの取り組み～』
講師

www.nta.go.jp

※

お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ。
（ＴＥＬ０１７－７３４－４１１４、ＦＡＸ ０１７－７３４－５８２１）
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平成２６年１２月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

弘前市に対する重点要望事項の詳細について
先月号紙面にて、弘前市に対する要望事項
４８項目の一覧をご紹介しましたが、今回主な
項目について詳細をご紹介いたします。
〔要望１〕弘前先人記念館の建立について：弘
前市は教育委員会が『弘前人物誌』を発行して
いるとおり、各分野において多くの著名人を輩
出しております。地方都市でこれだけの著名人
を輩出した町は全国的にも稀有であり、これま
で『弘前人物誌』で紹介された先人に関わる品々
（写真や遺品など）や、逸話をより積極的に集
めて後世に残すべく、『弘前先人記念館』の建
立を要望するものです。
〔要望２〕高度先進医療機器の導入について：
高度先進医療機器（がんの重粒子線治療、陽子
線治療）の導入にあたっては、係る経費など諸

㈱八木橋薬局
代表取締役

八木橋雄一

㈱東奥日報社弘前支社
支社長

米田

課題が多いことは認識しております。しかしな
がら、導入された場合には、当地域はもちろん
ですが、県全体の健康増進に貢献できることか
ら、弘前市として、国・県や関係機関に働きか
けを行うなど、諦めることなく検討していただ
くことを要望するものです。
〔要望３〕健康診断巡回バスにおけるプライバ
シー保護と「健幸マイレージ制度」の周知につ
いて：弘前市で行っている巡回バスがん検診に
ついては、問診の情報が待っている他の人にも
聞こえてしまうという不具合が生じております。
プライバシー保護のためにも、ついたてや音楽
を流すなど、問診の内容が聞こえないようにご
配慮いただきたく要望するものです。あわせて、
「健幸マイレージ制度」についてはまだ認知度
が低いため、周知を徹底していただくことを要
望するものです。
〔要望４〕国土強靭化基本法に基づく自然災害
等への速やかな対応について：弘前市において
は、国土強靭化基本法に基づく国土強靭化地域
計画を策定していただき、自然災害（ゲリラ豪
雨・豪雪・地震・活火山）等の防災・減災への
速やかな対応を要望するものです。
〔要望８〕弘前ならではの景観や歴史的な建造
物の有効活用等について：弘前ならではの景観
や歴史的な建造物は、地域の魅力を形成する重
要な要素であるため、下記について検討いただ
くことを要望するものです。

洋次

①赤レンガ倉庫と弘南電鉄大鰐線の有効活用
赤レンガ倉庫と吉野町緑地を、美術館と賑
わい施設として整備し、また弘南電鉄大鰐
線をひとつの美術館として整備（電車の車
窓からしか見えない壁画や彫刻作品、駅舎
を利用した展示スペースやレストランなど
の整備）することによる相乗効果策の検討。
②弘前駅前再開発完成後の全体図の公開。
（市広報などで周知を図るなど）
③岩木山を見渡すことができる景観の保護。
〔要望９〕空き家対策について：弘前市の健全
な発展と秩序ある整備を図るために下記の空き
家対策を要望するものです。
①空屋バンクの設置や借り上げ住宅化の検討。
②豪雪等で半壊している危険な空屋の所有者
に対して、解体を促す勧告や所有者が経済
的理由等でできない場合の解体費用補助等
による危険回避の優先。
〔要望１４〕農業における商工業者の参入支援
について：農業従事者の減少と高齢化が進行
し、農業後継者不足が深刻化している現状があ
ります。商工業者による農業への参入には現在
まだ規制が厳しく、更なる規制緩和を図り、よ
り参入しやすい仕組みを構築することが農業担
い手不足の解消につながり、地域農業と商工業
の持続的な発展につながることから、規制緩和
を図るなど、参入に対する支援を要望するもの
です。

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４９０件（特別会員含む）
事

業

所

名

（株）スノウプル

チャリティーダンスパーティー大盛況！
！
名の参加で賑わいました

２８０

代

表

鳴海

者

住

所

営

正剛

弘前市大字川合字浅田１１４－１

りんご卸売

業

姫ｎｏｎ

渡 邊

輝

弘前市新鍛冶町３４パールＢ１０３

飲食業

弘前通信

外 川

智

弘前市撫牛子３丁目１９－２

電話外線工事

内

容

省エネ技術の新たな事業化
に取り組む県内企業の皆さんへ
平成２７年度青森県戦略的ものづくり先進技術事業化支援助成事業助成金

http://www.21aomori.or.jp/jyosei/senryaku/post-18.html

日、ホテルニューキャッスルにて２０１４チャリ

市場調査、試作品製造、技術開発、
販路開拓 等に係る経費の一部を助成します！

ティーダンスパーティーを開催いたしました。

【 助

当所女性会（葛西キミヱ会長）は１１月１４

成

対

象 】

当日は雪が降るなど、あいにくの天候にも関わ
らず、ダンス愛好者約２８０名もの方々にご参
加いただきました。今回は、女性会交流事業の

【 助成金額・助成率 】

・事業化支援枠：２千万円以内、２／３以内
・産学官金連携枠：３千万円以内、１／３以内又は２／３以内
・重点支援枠：１億円以内、１０／１０以内

【 募

間 】

平成２６年１
２月１日（月）〜平成２７年２月１３日（金）午後３時必着

会 】

平成２７年３月中旬

一環として黒石商工会議所女性会（髙橋幸江会
長）の皆様にもご参加いただきました。
会頭代理でご出席いただいた野澤副会頭の発

【 審

集

期
査

声で来場者と乾杯した後、会場内では華やかな
衣装を着た参加者が、音楽に合わせて思い思い
にダンスを楽しんでいました。また、みちのく
ダンスの工藤剛先生・工藤万里子先生によるデ
モンストレーションが行われ、情熱的なダンス
で会場を盛り上げていただきました。
毎年、このダンスパーティーの収益金の一部
は弘前公園に訪れる観光客用雨傘を寄贈するた
めに使われております。来春も１２０本の雨傘
を寄贈予定です。

＜経営支援課＞

・使用段階で省エネとなる最終製品の開発
・最終製品の省エネ化に寄与・貢献する部品・デバイスの開発
・製品（省エネ製品以外も含む）の製造工程に関する省エネ化の開発

問い合わせ先

（公財）２１あおもり産業総合支援センター 設備投資課
０３０−０８０１青森市新町２−４−１ 電話０１７−７７５−３２３４

