ヘッドライン
◇さくら共済配当金
振込のお知らせ …２面
◇平成２７年度中小企業
融資制度等説明会 …３面
◇弘前企業ガイド２０１６
完成、４１事業所掲載 …３面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp

去る３月２日に弘前市長との懇談会が当所会
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会報

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

要望回答の主な内容としては「冬期間におけ

NO. 692
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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。）

の処理方針について説明をいただきました。

館６階特別会議室で開催され、正副会頭はじめ

る快適な生活と安定した交通の確保について」、

９部会の正副部会長、青年部・女性会の正副会

「弘前ならではの景観や歴史的な建造物の有

計画を市の最上位計画と位置づけし、行政・市

長等４２人が出席しました。

あわせて、葛西市長は、
「市では、弘前市経営
民・コミュニティ・民間事業者が一体となった

に対する支援について」、
「津軽海峡観光クラス

『オール弘前』で、協力・連携しながら、地域

成２７年度弘前市に対する重点要望事項への回

ター会議への一体的な支援について」、
「子育て

経営に取り組んでいくこととしている。弘前商

答書が永澤会頭に手渡され、引き続き葛西市長

中の女性を雇用する事業者への支援制度につい

工会議所の皆様におかれましては、今後とも、

から要望事項に対する回答と、それに関連した

て」や「少子高齢化・人口減少対策について」

商工業界の振興と活力ある地域社会実現のた

市の政策の説明がありました。

など１０項目に関して、これまでの経緯と今後

め、地域の先導役として、なお一層のお力添え

回答書を受け取る永澤会頭（写真左）

効活用等について」、
「農商工連携と６次産業化

懇談会の冒頭、昨年１０月に提出していた平

をお願いしたい」と述べました。
葛西市長から重点要望事項の回答書を受け取
った永澤会頭は、
「このたび、当所から要望し
た４８項目すべてについて、前向きな回答をい
ただき深く感謝申し上げたい。当会議所として、
中小企業の育成と地域経済活性化に向けて民間
活力を十分発揮し、引き続き、地域を先導する
商工会議所として、弘前市発展のために努力し
ていきたい」と述べ、感謝の意を表しました。
その後、出席者による懇談に移り、懇談では、
９部会並びに青年部・女性会からそれぞれの組
織や主な活動状況についての紹介がなされ、こ
れを受けて葛西市長は、
「当市をより良くして
いくためには、行政の力だけでは足りず、貴会
議所や民間企業、市民の力も必要であり、一体
となった取り組みを行っていきたい。行政と経
済界とは共通の意識を持ち、車の両輪として進
む中においても、程よい緊張感を持ちながら、
課題解決に向けて胸襟を開いて議論していきた
い」と述べました。
なお、平成２７年度の弘前市に対する重点要
望事項への回答の内容については、当所ホーム
ページや会報でご報告いたします。
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誘致企業との懇談会で情報交換
当所と弘前市が主催する弘前市誘致企業懇談
会が２月１２日にホテルナクアシティ弘前で開
催されました。
懇談会には弘前市の誘致企業並びに進出企業
から１６社が、主催者側として弘前市から葛西
市長、川村商工振興部長ほか担当課の幹部、当
所からは正副会頭等が出席しました。
開会にあたり永澤会頭が挨拶に立ち「誘致・

懇談会の様子

進出企業の皆様には日頃から従業員等の雇用を

の挑戦といった「弘前ブランド」化を目指す取

含めて当市経済の活性化に大きく寄与していた

り組みを検討している企業もありました。

だいており深く感謝を申し上げたい。国におい

葛西市長からは「誘致・進出企業の皆様には

ては今年の2月に、政府が主要政策に掲げる地

日頃から弘前を牽引するリーディングカンパ

方創生の推進のための補正予算が成立した。こ

ニーとして活躍していただいていることに感謝

の地方創生支援策を官民一体となり、時宜を得

している。皆様方の意見や要望などについて

た支援策として活用し、この弘前の活性化のた

は、市としてもできる限り強力にサポートして

めにまい進して参りたい。本日の懇談会では、

いきたい」などと述べました。また、関係機関

各企業の景況動向等についての報告や、忌憚の

として出席した弘前大学学生就職支援センター

ないご意見をいただき、企業や市経済界発展に

石川センター長からは「現在、学生の就職率は

つなげていきたい」と述べました。

昨年より上向いている。優秀な学生ほど地元で

参加企業からは、売上げ・受注のアップや過

働きたいと思っているし、地元に貢献したいと

去最高益を記録したなど、総じて業績は拡大し

考えている。現在４０％台で推移している県内

ているという声が多く、それに伴い雇用増を図

就職希望率を５０％に上げていきたい」との発

ったため事務所が手狭になり、事務所の増床・

言がありました。

増築、移転等を計画している企業や弘前の雇用

前から広く全国や海外へ情報発信できることへ

懇談は弘前市での事業活動上での課題やその

業員の労働環境整備などの要望が出されました。

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４８１件（特別会員含む）
業

所

㈱テックス
リマインドミュージック

名

代
山口

表

者
祐治

住

所

さくら共済利益配当金振込のお知らせ
当所会員共済制度「さくら共済」の平成２６年
度の利益配当金を３月１９日㈭付で、各加入
事業所の口座へお振込みいたします。還元率
は年齢によって変わりますが、５５歳までの方
で、約２１．
６％、月額掛金で換算すると２口加
入１，
６００円に対し、配当金は約３４６円で実質
掛金は１，
２５４円となりました。
また給付保険金については死亡保険金が
１０件の１，
３００万円、入院給付金が１２件の
１６０．
３万円となっています。同時に『振込み
のお知らせ』もご送付いたしますので、明細
＜総務財政課＞
を必ずご確認ください。
弘前商業連合会
～鳥取・島根先進商店街を視察～

鬼太郎と記念撮影
当所が事務受託している弘前商業連合会（菊

人材の質の高さを述べている企業もありました。 他の要望についてフリートーク形式で行われ、
また、弘前でしかできないものづくりや、弘 少子高齢化への対策や子育て世代である女子従

事

平成２７年３月１５日

営

業

内

容

池清二会長）は、２月４～６日の３日間、鳥取県・
島根県を訪問先とした先進商店街視察研修旅行
を開催し、６名が参加しました。
初日は、地方紙４５紙と共同通信社が地域活
性化に挑む団体を支援しようと設けた「地域再
生大賞」において、第５回大賞を受賞した島根
県江津市のＮＰＯ法人「てごねっと石見（いわ

弘前市津賀野浅田８４４－２

冷暖房設備工事・メンテナンス

み）」を視察しました。てごねっと石見は江津市

Remindmusic

小山内直規

弘前市土堂長瀬８９

イベント企画、ＣＤ等のネット流通

等と協力しながら、江津市の持つ地域資源を活

小料理

前田

れつ

弘前市駅前１丁目４－２０

飲食業

用したり、地域の課題（過疎・少子高齢化）を

岩渕

史明

平川市岩館長田１６７－７

木工業

解決するビジネスプランを全国各地から募集す

志乃家

ブルーフォレスト

運輸・交通部会
函館のインバウンドを学ぶ

違っても大きさや

るコンテストを実施。大賞を受賞したビジネス

デザインに統一性

モデルは最低一年間、江津市を活動拠点に事業

運輸・交通部会（工藤清部会長）では、２月

を持たせ、地図は

を展開させるなど独自の創業支援と定住政策を

２４日の総会終了後、函館商工会議所の永澤大

外国人が好む斜め

推進していました。

樹地域振興課長を講師にお迎えして「函館の外

からの俯瞰図を使

国人観光客インバウンドについて」と題した勉

うようにし、建物

勉強会の様子

議所を視察しました。境港市は地元出身の漫画

強会を開催いたしました。

の形や色もできるだけ反映するようにしている

家「水木しげる」の作品に登場する「妖怪」の

等の例が挙げられました。

オブジェを中心街の各所に設置し、各個店も「妖

市や商工会議所の取り組みの他、外国人の宿

二日目は鳥取県境港市観光協会と米子商工会

泊客数や空港の乗降数についてデータを基にご

一方、文化の違う外国人はトイレや入浴のマ

怪」のイメージで統一感を持たせるなど、街全

説明いただきました。また、外国人は無料Wi-Fi

ナーが徹底されておらず、日本人からのクレー

体がテーマパークのような趣でした。米子では

の有無を重視して旅行先を選んでいるとのこと

ムが多く寄せられており、今はネットへの書き

中心商店街の空きビルを活用し、若者向けの複

でした。

込みも行われるので、国内客が減少してしまう

合商業施設として再整備を図るなど、「人が集

のでは、との懸念もあるとのことでした。

まり、歩いて楽しめ、元気に暮らせる中心市街

次に先進地として、ニセコの取り組みについ
てお話がありました。パンフレットは発行元が
食品・農産物部会、建設部会合同講演会開催
食品・農産物部会（櫛引利貞部会長）並びに

＜総務財政課＞

地」を目標に各種事業に取り組んでいました。

しいという話を具体的な例を挙げながらしてい

三日目は島根県松江市・京店（きょうみせ）

ただきました。

商店街を視察しました。城下町松江の中心商店

当所の常議員である㈱ムジコ・クリエイト 代表

また、事故を頻繁に起こす企業は企業のイメ 街として、観光と縁結び、子育て支援をテーマ
ージダウン等様々な負の要因につながるので、 にした事業を展開していました。
事故が起きないような企業自体の風土作りを
今回視察した４ヶ所の訪問先は過疎・少子高

取締役社長 新戸部 八州男氏をお招きし、合同

「ムジコ・メソッド」と呼ばれるプログラムを

齢化という全国の自治体が抱える問題を、ビジ

講演会を実施し、約４０名の参加がありました。 用いて醸成し、事故を起こした当事者だけでな
「～業績を上げながら事故を防止する～ムジ く組織全体で事故を防ぐ取り組みの提案が急務

ネスアイデアと実行力を持った「人」という地

コ・メソッドとは」と題した講演会では、企業

であるとのお話しをしていただき参加者達は熱

まちづくり先進事例を学ぶことができました。

が所有する社用車１台当たりの保険料は、事故

心に受講していました。

また、視察の合間に訪れた世界文化遺産・石見

建設部会（吉川功一部会長）は、２月２５日に

域資源で解決しようと取り組んでおり、多くの

を頻繁に起こしている企業とそうでない企業を

講演会終了後は、交流会を実施し普段聞けな

銀山遺跡、宍道湖、松江城、出雲大社からは山

比べると損失の度合いが大きく異なるととも

い話や自社の悩みを相談する等、他業種の方々

陰地方の歴史と文化の奥深さを感じることがで

に、損失をカバーするための利益創出は大変難

と懇親を深めていました。

きました。

＜情報調査課＞

＜まちそだて課＞
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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
日常、事業や業務を行う中で、許認可の必要

●相 談 員

性やその他、商取引でわからないこと、お困り

桔梗行政書士事務所
行政書士

竹内知弘

の方はどうぞお気軽にご相談ください。

●相談内容

●開 催 日

３月１８日㈬・４月１５日㈬

※お待ちいただくことのないよう予約制とさせ

●時

間

１３：００～１７：００

ていただきます。相談ご希望の方は、事前にご

●場

所

当所５階相談コーナー

連絡ください。

弘前企業ガイド２０１６
窓口で無料配布しております

許認可申請他法律全般について

＜経営支援課＞

自社の経営状況把握の取組を支援する
ホームページ開設のお知らせ
青森県では、地域密着型金融の推進に向けて、
関係機関と連携し具体的な取り組みを実施して

青森県の平成２７年度融資制度等説明会が開

おります。

催されます。

その一環として、県内事業者による自社の経

県・市及び関係機関の担当者から融資制度や

営状況把握等の取組促進を目的として、試算表

支援制度等について直接説明を聞くことができ

等の作成ツールや支援情報等を取りまとめたホ

る絶好の機会です。中小企業の皆さんぜひご参

ームページを開設いたしましたので、ご活用く

加ください。

ださい。

◆日時
◆場所

平成２７年４月１６日㈭

当所と弘前地区雇用対策協議会（工藤順巳会

○開設したホームページ

１４：００～１５：３０

長）では、新規就職者の地元就職と企業の人材

当所３階３０１会議室

確保を目的とした手引書「弘前企業ガイド

『自社の経営状況把握に向けた作成ツール及

（２０１６年版）」を作成いたしました。

び支援情報のご案内』

◆内容①青森県の融資制度について
②弘前市の融資制度について
③日本政策金融公庫（国民生活事業）の
融資制度について
④２１あおもり産業支援センターの支援
事業について
⑤青森県信用保証協会の保証制度につい
て

このガイドブックは、平成２８年春に就職を

県産業復興相談センターの支援事業に
ついて

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/

平成２７年３月に仙台・東京、４月に弘前で開催

keieihaaku.html

される就職ガイダンスの参考資料として配布し

○主な掲載内容

ています。内容は、市内の４１事業所の優良企

・試算表等の作成ツール（「お試し試算表」等）

業等の概要が詳細に掲載されており、一般の方

・試算表・資金繰り表・事業計画書の重要性の

できる内容となっております。
サイズは携帯しやすいようにコンパクトにま
上げております。

解説
・お役立ち情報（「経営自己診断システム（中小

とめました。ご希望の方には、当所窓口で差し

⑦東京中小企業投資育成㈱の投資育成制

・ＵＲＬ

希望している新規学卒就職者に配布するほか、

でも事業所データブックとして様々なご利用が

⑥青森県中小企業再生支援協議会・青森

・タイトル

＜情報調査課＞

機構提供）」等の紹介）
・県内の事業者の経営等を支援するセミナー等
の開催情報

＜経営支援課＞

度について
⑧個別相談

受講訓練
受講期間
ゼロから始める
１ OA事務員養成科
４ヶ月
ゼロから始める
２ OA事務員養成科
４ヶ月
ゼロから始める
３ OA事務員養成科
４ヶ月
ゼロから始める
４ OA事務員養成科
４ヶ月

＜経営支援課＞

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
普通自動車免許
１１
販売４年１ヶ月
全国高校家庭科技術検
弘前市
飲食業１年６ヶ月 （パート）
定和裁１級、洋裁１級、
弘前市内
飲食業１１ヶ月
食物調理１級
第二種電気工事士免許 ガソリンスタンド
１７
危険物取扱者乙種４類 スタッフ２年
平川市
平川市内
日商簿記３級
製造８ヶ月
近郊
ワード３級
製造６ヶ月
普通自動車免許
１５
事務員３ヶ月
図書館司書教諭
弘前市
総務事務員３ヶ月 弘前・
ワード３級
青森
臨時講師１年
小学校教諭免許一種
普通自動車免許
１２
ワード２級
接客・サービス
弘前市
エクセル３級
３年１ヶ月 弘前市内
日商簿記３級
住所

普通自動車免許
ゼロから始める
５ OA事務員養成科 弘前市 ワード３級
エクセル３級
４ヶ月

バスガイド
２１年４ヶ月
１５
販売員２年
弘前市内
バスガイド
１年９ヶ月

◇対象者：常時使用する従業員数が２０人以下

買い物弱者対策に取り組む事業は補助上限１００

（卸売業・小売業・サービス業（宿泊業、娯楽

万円、事業者が連携して取り組む共同事業は補

業以外）は５人以下）

助上限５００万円）

◇対象事業：経営計画に基づき、商工会議所の

◆応募について：第１次受付締切は平成２７年

支援を受けながら行う販路開拓等のための事業

３月２７日㈮、第２次受付締切は平成２７年５

（広告宣伝、集客力を高めるための店舗改装、

月２７日㈬【締切日当日消印有効】にて日本商

展示会・商談会への出店、商品パッケージや包

工会議所へ申請書類一式を送付すること。

装紙・ラッピングの変更等）

※申請に当っては弘前商工会議所が発行する、

◇補助率：２／３

「事業支援計画書（様式４）」が必要です。

◇補助額：上限５０万円（７５万円以上の事業を

◆経営計画作成支援セミナー（持続化補助金対

実施した場合でも最高で５０万円の補助。但し、 応）開催を予定しております。詳しくは折込チ
＜経営支援課＞
雇用を増加させる取組み、従業員の処遇改善、 ラシをご覧ください。

ゼロから始める
普通自動車免許
３０
６ OA事務員養成科 板柳町 ワード・エクセル３級 販売２２年１ヶ月 五所川原
４ヶ月
日商簿記３級
・弘前
２，
０００万円

普通自動車免許

ゼロから始める
営業４年１０ヶ月
７
メディカルクラーク
（パート）
７ OA事務員養成科 弘前市 メディカルオペレータ 調剤薬局事務
日商簿記３級
４ヶ月
１年８ヶ月 弘前市内
Word２級 Excel３級

ゼロから始める
普通自動車免許
８ OA事務員養成科 弘前市 社会福祉士
４ヶ月
介護支援専門員

２０
生活相談員１０年 弘前市、
青森市

ゼロから始める
普通自動車免許
キッチンスタッフ
６
５年１ヶ月（パート）
９ OA事務員養成科 平川市 ワード・エクセル２級
４ヶ月
日商簿記３級
製造２年１ヶ月 平川市内
接客７年４ヶ月
基本から始める
普通自動車免許
９
製造（内職）
（パート）
１０ IT活用介護科 弘前市 介 護 職 員 初 任 者 研 修
１年６ヶ月
３ヶ月
終了
弘前市内
接客７年
※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．
３５％（３月４日現在）
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弘前かいぎしょ TODAY
２月２５日、市

当所は２０１１年より函館商工会議所と「津軽

立第五中学校にお

海峡観光クラスター会議」を組織し、北海道新

いて全校生徒、
保護

幹線開業に向けた事業を幅広く展開するととも

者など約５００名が

に、同年の観光振興大会を契機として下関商工

集まり「進路学習

会議所とも観光・物産両面での連携を促進して

講 演 会」
が開催さ

参りました。

れ、永澤会頭が講

これまでに関係を結んできた両商工会議所に

師を務めました。
講演では、冒頭で商工会議所の活動や役割に
ついて説明を行いました。

加え、松本・北九州商工会議所と手を組むこと

５商工会議所間の連携を推進します
（写真中央・工藤茂起 専務理事）

で、「本州の中央・両端と北海道、九州の連携」
という全国に誇れるネットワークの構築が期待

その後自身のこれまでの歩み・経験談を交え

弘前・函館・松本・下関・北九州の５商工会

たエピソードを紹介。「手を抜くと、あとで２

議所は１月１４日、東京都内において「地方商

具体的な連携分野を探りながら２０１６年度から

倍・３倍の苦労が返ってくる。日々の努力を継

工会議所地域連携事業の可能性について」をテ

の本格的事業展開を目指します。

続することが大切」と語り、若者達にエールを

ーマに専務理事会議を開催しました。

今後の５商工会議所連携の事業展開にご期待

送りました。生徒代表の諸田君は、「これから

地方創生の手段として、地理的に隔たりがあ

の人生で困難に直面した時は今日の話を思い出

る各地域の魅力・特長を活かした経済交流の新

し、これから弘前、日本を担っていく大人にな

モデルを構築しようと、当所工藤専務理事の呼

りたいです」とお礼の言葉を述べました。

びかけで実現した当会議では、今後の連携を促

＜総務財政課＞

されます。２０１５年度内に正式な組織を発足し、

ください。

＜まちそだて課＞

進する方向で５会議所間の意見が一致しました。

２月１３日、当所と弘前市では永年勤続優良

年表彰受賞の泉さん

１０

従業員表彰式を開催し、３８事業所・１１８名の
方々の永年の労を称えました。
㈱東奥企業会計社では、自社独自でも従業員
の表彰を行っているということで、お話を伺い
ました。
－現在何人の従業員さんがいらっしゃるのですか？

２月２２日に弘前市民文化交流館ホール（ヒ

竹内泰 代表取締役

ロロ４階）でファッション甲子園まちづくり振

「２２名です。勤続２０年以上になる従業員も
複数名おります」

泉さん

興事業の一環として弘前市内を中心としたア

－社内での表彰はどのように行っているのですか？

「本当にあっという間でした。つらいことも楽

パレルショップによる春夏新作ファッション

「勤続５年毎に記念品を贈り、朝礼時に表彰を

しいこともたくさんありましたが、今思い出さ

ショー「ヒロコレ～ひろさきコレクション～

行っています」

れるのは楽しいことばかりです」

ｖｏｌ．
６」が、開催されました。

－従業員の皆様に長く勤めてもらうために、気

－職場の雰囲気はいかがですか？

をつけていることなどはありますか？

「とても仲の良いアットホームな職場です。お

コーディネートが登場。１４時と１６時の２回

「職場環境の整備には気を配っています。出社

花見、社員旅行などの他、年に２回ほどみんな

のショーには、合わせて約５７０名の観覧者が来

時間を調整する冬時間の導入の他、掃除や雪か

で釣りに出かけ、楽しく交流しています」

場し、気に入ったコーディネートを撮影しなが

きを外部委託にするなど、仕事に集中できるよ

－次の１０年に向けて、意気込みをお願いし

ら、華やかな衣装に目を奪われていました。同

う配慮しています。また、当社は女性が多い職

ます。

会場で開催された１日限定のセレクトショップ

場なので、育児休業もしっかりとってもらって

「業務については、日々の勉強が必要になって

では、洋服・雑貨などに加え、ネイルやまつげ

います。現在、子育てをしながら頑張っても

くるので、先輩方のご指導をいただきながら、

エクステの体験もできるブースを設置しました。

らっている従業員もいます」

６回目となる今回は、１５ショップから５８

これからも頑張っていきたいです。また、これ

来場者からは、「楽しかった」
「毎年続けてほ

－それでは、今回１０年表彰を受けられた、泉
あい り
愛麗さんにお話を伺います。

からは後輩の指導・育成の面でも手本となれる

しい」との声もあり、一足早い春を楽しんでい

ようさらに気を引き締めていきます。これから

ただけたようです。

このたびはおめでとうございます。１０年間

も２度、３度とこの職場で表彰を受けることが

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

いずみ

を振り返り、率直な感想をお聞かせください。

できればうれしいです」

＜まちそだて課＞

