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！
◇お気軽にご相談を！
「なんでも相談会」 …３面
ホームページ

弘前かいぎしょ 2015
ひろさき

ヘッドライン

http://www.hcci.or.jp

TODAY

会報

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

NO. 701

12

〒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≫

㈲弘前こぎん研究所
（成田

≪街並み景観部門大賞≫

貞治社長）

１９４２（昭和１７）年設立。伝統工芸品「津軽
こぎん刺し」の製造・販売とともに、国内外で
のワークショップを通じて、こぎん刺しの普及
活動を行っている。美しい幾何学模様が特徴の
こぎん刺しは、江戸時代、高価な木綿衣服の着
用を禁じられていた農家の女性たちが保温性と
耐久性を麻布に持たせるために貴重な綿糸を使
って刺繍を施したのが始まり。その後農家の女
性たちはこぞって意匠を凝らした独自の模様を
編み出し、こぎん刺しの基礎が育まれた。現在
は、本来衣服に施されていたこぎん刺しをバッ
グ、名刺入れなどの様々な日用品へ応用。近年
はＹ’
ｓとのコラボ商品としてコート・ドレス
を開発するなど、新たな付加価値創出にも積
極的に取り組んでいる。平成２２～２４年度に
は当所「弘前な空間デザインブランディングプ
ロジェクト」の一員としてパリの見本市にも出
展。伝統の素材と技術を守り、全て手刺しの商
品作りにこだわりながらも、常に革新を忘れな
いのは「こぎん刺しの後世への継承は産業とし
ての発展があってこそ成り立つ」という信念が
あるため。地域の伝統遺産を次世代に継承する
その活動は地域の文化と経済振興に大いに寄与
している。
受賞のことば
「第１５回街づくり
大賞」地場産業振興
部門に弘前こぎん研
究所が受賞出来た事
について関係各位に
御礼申し上げます。
伝統工芸は仕事として商売として成り立たせな
いと滅んでいくという姿勢が認めていただけた
ことに感謝すると共に今後もこの賞に恥じない
ように社員一同業務に邁進してまいります。

青森銀行記念館【旧第五十九銀行本店本館】
（㈱青森銀行 成田 晋取締役頭取）

≪地域文化振興部門大賞≫

弘前ペンクラブ
（斎藤

三千政会長）

「会 員 相 互 の 親 睦 を 深 め 、 表 現 の 自 由 を 守
り、地域の文学活動に寄与することを目的」に、
１９９５（平成７）年１００名の会員を集めて設立。
今年で２０周年を迎える。設立目的達成のため、
主として講演会、講習会、研究会を開催するほ
か、各種イベントを実施。また、
「弘前ペンク
ラブニュース」を発行し、会員に文学活動の
場を提供している。２００５（平成１７）年には、
設立１０周年を記念し、
「弘前ペンクラブニュー
１９０４（明治３７）年に第五十九銀行の本店と

ス」の合本（記念誌）を出版。また、今年１１

して建設。１９４３（昭和１８）年、県内５銀行の

月には設立２０周年を記念し、弘前市出身の文

合併により青森銀行が誕生してからは同行弘前

芸評論家三浦雅士氏を招いた文化講演会を開催

支店として使用されていた。１９６５（昭和４０）

した。日々の活動と並行して２０１３（平成２５）

年、同支店建替えの際、市民の保存要望によ

年からは、指定管理者として御幸町「太宰治ま

り元の位置から９０度回転し５０m曳屋した上

なびの家」の管理・運営を開始。弘前市に現存

で、１９６７（昭和４２）年からは青森銀行記念館

する貴重な大正風建築というだけではなく、日

として保存・一般公開されている。設計者は、

本を代表する作家・太宰治が官立弘前高校の３

青森県洋風建築の第一人者であり太宰治の生

年間を過ごし、作家への夢を膨らませたこの家

家・斜陽館なども手がけた堀江佐吉。ルネサン

の持つ文学的意義は計り知れない。文学・芸術

ス風の意匠が目を引くが、基本構造には青森県

一般にとって強烈な魅力を持った風土・津軽

産材であるヒバ・ケヤキをふんだんに使用。防

の文学遺産を守

火対策として和風技法（土蔵造り）の特徴が随

り、全国に発信

所に取り入れられており、和洋折衷の造りとな

し、後世に伝え

っている。豪雪地帯という厳しい設計条件にも

ていくその活動

かかわらず内部には大空間が設けられているほ

は地域の文化振

か、屋根には落雪防止の実用的意匠が施される

興に大いに寄与

など、建物の歴史的価値は極めて高く、完成度

している。

も含めて、設計者である堀江佐吉の最高傑作で

受賞のことば

記念文化講演会の講師・三浦雅士氏
（前列中央）を囲んで（平成２７年１１月７日）

あると言われている。１９７２（昭和４７）年には

当クラブが設立２０周年記念事業を終え、新

国の重要文化財に指定。１８８３（明治１６）年に

たな旅立ちの第一歩を踏み出した矢先に吉報が

呉服店として建てられ、平成１０年１０月まで

飛び込んできました。感激の極みです。この大

青森銀行津軽支店として使用されていた、現：

きな賞を励みに、会員一同、力を合わせて地域

弘前市立百石町展示館とともに明治期の建築

文化の振興のために、なおいっそうの努力を積

手法を残す貴重な歴史的建造物として「洋館の

み重ねていく所存です。

街・弘前」を代表する景観となっている。
受賞のことば
この度は、青森銀行記念館を推薦いただき、
感謝申し上げます。移り行く時代を超えて弘前
市民に愛され続けた結果であり、当館の活用に
よって「洋館の街・弘前」の魅力が、より一層
世界に発信されることをお祈りいたします。
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２つの部会で事業を実施しました

工業部会

平成２７年１２月１５日

～弘前地域研究所視察
・異業種交流会実施～

建設部会

柏の葉スマートシティ等視察

愛媛・松山発

しがらみを超え、地元を盛り上げる！
大籔崇氏による講演会開催！
愛媛県にて「愛媛みかん」や「今治タオル」
など、さまざまな地場産業に未来のビジネス的
な視点を加え、新しい価値の創出に取り組んで
いる会社、㈱エイトワン代表取締役社長の大籔
崇氏による講演会を開催します。
伝統工芸を輝かせたい方、ブランディングに
興味がある方、農業をやっている方、地元を盛
り上げたい方、起業したい方などぜひご参加く

工業部会（齊藤嘉春部会長）では、１１月５日

建設部会（吉川功一部会長）では、１１月１７

青森県産業技術センター弘前地域研究所視察研

日～１８日に７名の参加で視察研修会を実施いた

修会と異業種交流会を実施いたしました。当日

しました。

ださい。
参加費無料・事前申込制となりますので、詳
しくは折込チラシ、または弘前商工会議所青年

は工業部会の他、情報教育文化部会、金融不動

１７日は、千葉県柏市の「柏の葉スマートシテ

産部会、食品農産物部会から総勢１０名の参加

ィ」を視察しました。この事業は、公民学が連

で行われました。

携し「環境共生都市」
、
「新産業創造都市」
、
「健

部ホームページよりご確認ください。
■日時

平成２８年１月１６日㈯
開場１８：３０開演１９：００

康長寿都市」の３つをコンセプトとして、安全・

■場所

弘前商工会議所会館２階大ホール

ア内）に移転した青森県産業技術センター弘前

安心・サスティナブルなスマートシティを目指

■締切

平成２８年１月６日㈬

地域研究所を視察し担当者から概要説明をして

すものです。まず、ガイドの方より柏の葉スマ

まずは今年７月に扇町（オフィスアルカディ

■ホームページ http://www.h-yeg.com
ートシティミュージアムにて館内を巡りながら、 ■お申し込み・お問い合わせ
は大正１１年に青森県工業試験場として発足し、 すでに導入されている技術や設備、これから取
弘前商工会議所青年部事務局
県内の工業系では最も歴史ある研究所で、青森 り入れられる考え方などを映像や展示を観なが
℡０１７２−３３−４１１１＜担当：髙木＞
＜情報調査課＞
県の資源を活用した食品素材や美容製品の開発、 ら説明していただきました。引き続き、実際に
いただいた後、施設内を見学しました。当施設

バイオテクノロジー技術の利用研究、伝統工芸

街歩きをし、自営送電網によって電力をシェア

の試作や工業デザインの支援、技術相談、依頼

し合う創エネ・省エネ・蓄エネの各施設がひと

試験等を通じて企業活動の支援を行っています。 つになったエネルギー施設や電気自動車、電動

弘前商業連合会

～広島・岡山街づくり先進事例を視察～

今年度中は地域研究所からの技術支援や施設

バイク、電動アシスト自転車などを効率的に選

当所が事務受託し

使用料は一部を除き無料となっています。担当

択利用できるモビリティポートなどを実際に案

ている弘前商業連合

者からは「積極的に利用してほしい」とお話が

内していただきました。参加者は質問をしなが

会（菊池清二会長）

ありました。また見学した参加者からは「すば

ら熱心に視察をしていました。

は、１１月２５～２７

らしい施設だ。この施設による共同研究や技術

１８日は、東京ビックサイトで開催された「ジ

日、尾道市・岡山市

支援を活用する事業者が増えることを望んでい

ャパンホーム＆ビルディングショー２０１５」の

を訪問先とした街づ

る」との声がありました。

視察をしました。本展示会は、建設に関連する

くり先進事例視察研

続いて場所を移動して４部会による異業種交

企業が一同に会して実施され、今年は国内外か

修旅行を開催し、５名の会員が参加しました。

流会を開催しました。齊藤部会長乾杯の後、そ

ら約５３０社が出展し、３日間で約３万人を集

尾道市「ディスカバーリンクせとうち」は、

れぞれ名刺交換を行い、各業界の話題や見学し

客する国内最大級の建設関連の展示会です。参

海沿いの倉庫をリノベーションしたサイクリス

てきた施設の話題で交流し、大いに盛り上がり

加者は、それぞれ興味のあるブースで熱心に情

ト向けホテルの運営や、新品を市民に無料貸与

ました。

報収集や商談をしていました。

し、履き古して味が出たジーンズを再販売する
＜情報調査課＞

＜経営支援課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
５０８件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

「尾道デニムプロジェクト」などの事業により
現在では１００名超の地元雇用を達成するなど、
尾道市経済への貢献度の高さが感じられました。
岡山市表町商店街は、煩雑な免税手続きを第
三者に委託・代行してもらう「免税手続き一括

パティスリーラポール

宮沢

洋平

弘前市田園４－６－３

洋菓子製造・販売

ＹＡＫＩＴＯＲＩ串バル

井上

暁美

弘前市本町８５－１明治屋グランドビル１Ｆ

飲食店（焼鳥・串焼）

洋菓子工房ノエル

成田

勇

弘前市品川町２－２

洋菓子製造・販売

ミネルバ・テック㈱

池田

大助

弘前市小金崎字大仏新田３５－３

自動車鈑金・整備・販売

外国人観光客がスムーズに免税手続きを受けら

草邑ｋｕｓａｍｕｒａ

草刈

静香

弘前市石川字中川原５１－２

津軽の工芸品製造・販売

れる仕組みが採られていました。

カウンター」を全国の商店街で初めて導入しま
した。岡山天満屋内に設けられたカウンターで
は、多言語対応のタブレット端末などを活用し、

今回視察した２ヶ所の訪問先は地元経済活性
化・雇用の受け皿の確保・インバウンド受入体
制の整備という全国の自治体が抱える課題を、
発想力と実行力を持った「人」という地域資源
で解決しようと取り組んでおり、まちづくり先
進事例に関する多くのアイデアを学ぶことがで
きました。

＜まちそだて課＞
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小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事
の方が事業をやめられたり、退職されたりし

共済等掛金控除」として、その年の課税対象所

た場合に、生活の安定や事業の再建を図るた

得から控除できます。

には退職所得扱い、分割受取の場合には公的

サービス業では５人以下）の個人事業主（共

年金等の雑所得扱いとなります。

時の年齢の上限はありません。
◇掛金

50㎏未満

無料

50㎏

250円

可燃ごみ

50㎏超
不燃
・
粗大ごみ

250円＋50㎏を超える
10㎏ごとに50円

100㎏未満

無料

100㎏

1,250円

100㎏超

1,250円＋100㎏を超える
10㎏ごとに125円

資源ごみ

10㎏までごとに
100円

10㎏までごとに
125円

無料

（容器包装類に限る。
）

無料

※手数料は、上記に消費税相当分を加算した後、
１０円未満の端数を切り捨てた額となります。

【お問い合わせ】
弘前地区環境整備事務組合
事務局 電話 ０１７２−３１−５６００
（直通）

受講訓練
受講期間

住所

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

ホームページ
１ デザイナー養成科 弘前市
５ヶ月

農作業員 ９ヶ月
普通自動車免許
介護福祉士
ホールスタッフ ２ヶ月
エクセル・ワード上級
Webクリエイター上級 介護実技講師
食品衛生管理者
２年１ヶ月

１６
弘前市内

ホームページ
２ デザイナー養成科 弘前市
５ヶ月

普通自動車免許（ＡＴ限定） カウンター業務
幼稚園教諭１種
２ヶ月
小学校教諭１種
フォトショップエキスパート 郵便内務 １ヶ月
イラストレーターエキスパート 保育 １ヶ月

１３
弘前市
青森市
盛岡市

ホームページ
３ デザイナー養成科 弘前市 普通自動車免許
５ヶ月
４

パソコン事務
基礎科 弘前市
４ヶ月

なし

普通自動車免許
MOSワードスペシャリスト
営業 ８ヶ月
MOSエクセルスペシャリスト
MOSパワーポイント

パソコン事務
MOSワードスペシャリスト
５
基礎科 藤崎町 MOSエクセルスペシャリスト 製造 １年
４ヶ月
MOSパワーポイント
６

７

オフィス
ワーク科
５ヶ月

弘前市 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）
医療事務・医師
一般事務
１３
秘書検定２級
８ 事務作業補助科 弘前市 ワード３級
３年１０ヶ月 弘前周辺
３ヶ月
医療事務技能審査

事務 ４ヶ月
ゼロから始める
９ ホームページ作成 弘前市 Webクリエイター上級 製作 ３年
縫製工 １１年
・管理科 ５ヶ月
基本から学ぶ
１０ パソコン事務基礎科 弘前市 普通自動車免許
４ヶ月

貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」
という事態はいつ起こるかわかりません。
経営セーフティ共済（正式名称：中小企業倒
産防止共済制度）は、そのような不測の事態
に直面された中小企業の皆様に迅速に資金を
お貸しする共済制度です。

１０
弘前市内

１０
出荷業務
２１年７ヶ月 弘前市内

※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。

人不要で受けられます。
＜経営支援課＞

共済金の貸付けは、
「無担保・無保証人」
「無
利子」です。
◇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

◇貸付
取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収

（個人事業）に算入できます。

困難になった場合に、
「納付された掛金の１０

詳しくは当所までお問い合わせいただくか、

倍（限度額８，
０００万円）」と回収困難となっ

中小企業基盤整備機構のホームページをご覧

た売掛金債権等の額」とのいずれか少ない額

ください。

の範囲内において、共済金の貸付けが受けら

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

れます。

中小企業と弁護士を結ぶ
ほっとダイヤル
日本弁護士連合会では、全国共通電話番号に
よる中小企業向け法律相談（面談）予約サービ
スの「ひまわりほっとダイヤル」を運営し、全国
の中小企業に対する法的支援に努めております。
想定外のトラブルでビジネスチャンスを逃さ
ないために、弁護士にできることがあります。
お近くの弁護士をご紹介いたしますので是非
ご利用ください。初回面談３０分間の相談は無
料で受け付けております。
［相談事例］売掛金の回収、企業再生・清算、
契約交渉、下請取引、クレーム対応、雇用問題
◎全国共通専用ダイヤル
受付時間
平日１０
：
００～１２
：
００／１３
：
００～１６
：
００
℡０５７０−００１−２４０
＜経営支援課＞

お気軽にご相談を！
！
『なんでも相談会』
日常、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
方に無料相談会を開催しております。
●開 催 日 １２月１６日㈬・１月２０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 法人の設立、建設業の許可申請他
各種許可・登録申請、相続の手続き等について
※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。
＜経営支援課＞

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】お子さま１人あたり３５０万円以内
【金

ホール係 ７ヶ月
１５
郵便物仕分け
弘前市内
１ヶ月

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、

（５００円単位）で自由に選べます。

１０
藤崎町内

発掘 ３ヶ月
パソコン事務
６
普通自動車免許
クリーニング仕分け
基礎科 弘前市
（パート）
３ヶ月
MOSワードスペシャリスト
４ヶ月
サービス業 ６ヶ月 弘前市

◇担保・保証人不要で貸付制度が利用可能
臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証

毎月の掛金は、１，
０００円～７０，
０００円の範囲内

１０
弘前市内
１２
弘前近郊

期はありません。共済金は一括受取りの場合

常時使用する従業員の数が２０人以下（商業・
同経営者含む）および会社の役員です。加入

改正後の手数料

◇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

◇加入対象の条件

改正前の手数料

◇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

です。

改定の趣旨
弘前地区環境整備事務組合では、平成２８年
４月１日から、ごみ処理経費負担の適正化及び
ごみの減量やリサイクル率の向上等を目的とし
て、環境整備センターと南部清掃工場へごみを
直接持ち込むときの処分手数料を改定すること
になりました。
利用者の皆様には、ご理解とご協力をお願い
します。
改定の内容
施設利用者にご負担いただく手数料の額は、
次のように改定となります。

3

業主（共同経営者含む）または会社等の役員

めの資金をあらかじめ準備しておく共済制度

種別

平成２７年１２月１５日

利】年２．
０５％ 固定金利
※母子家庭、父子家庭または世帯年収（所得）
２００万円（１２２万円）以内の方は年１．
６５％
（平成２７年１１月１３日現在）

【ご返済期間】１５年以内
（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または
世帯年収（所得）２００万円（１２２万円）以内の
方は１８年以内）
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保

証】
（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による
保証も可能）

詳しくは、下記の教育ローンコールセンターまたは日本政策金融公庫弘前支店までお問い合わせください。
〔教育ローンコールセンター〕０５７０−００８６５６（ナビダイヤル）
または（０３）５３２１－８６５６
〔日本政策金融公庫弘前支店〕〒０３６－８３５４
弘前市大字上鞘師町１８－１
弘前商工会議所会館１階
ＴＥＬ ０１７２－３６－６３０３

4
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平成２７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を提出

チャリティーダンスパーティー大盛況！！

当所では、去る１１月１８日開催の常議員会に
おいて平成２８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４９項目を機関決
定し、１１月２４日には永澤会頭、前田副会頭、
清藤副会頭及び野澤副会頭が弘前市役所を訪ね、
市長並びに市議会議長に要望書を提出いたしま
した。
今回の要望では、
「妊産婦本人等に対する支援
について」をはじめ、
「地域における保育施設の
確保やその充実について」
、
「青少年のスポーツ

件を含む内容となっており、要望事項について

育成強化等について」
、
「ＩＣＴを活用した地方

は、弘前市に対して２月末日までの回答を求め

創生弘前型モデルの構築について」
、
「外国人旅

ております。

行者に対する弘前駅周辺の案内図、看板等の整

永澤会頭から要望事項を受け取った葛西市長

備促進について」
、
「観光用人力車の導入の検討

は、
「弘前市政発展のための提言として重く受

について」
、
「観光施設のトイレ整備について」
、 け止めている。行政・経済界は車の両輪として
「北海道新幹線新函館駅開業後のさらなる誘客

今後とも一体となった取り組みを行っていきた

等の検討・実施について」などの新規項目２４ い」と述べました。
弘前市に対する重点要望事項一覧

＜総務財政課＞

当所では、１１月２４日に平成２８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
４９項目を弘前市長並びに弘前市議会議長宛てに提出いたしました。
今回の要望は、昨年５月に弘前市が策定した弘前市経営計画の４つの分野別政策（ひとづく
り・くらしづくり・まちづくり・なりわいづくり）に対して、各分野への要望として取りまとめ
て提出しておりますが、重点要望事項一覧は下記の通りとなっております。
なお、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ご覧ください。

は１１月２４日、ホテルニューキャッスルにて

※２９ 岩木山の豊かな環境を活用した岩木地区の利活
用について

ダンス愛好者約３００名もの方々にご参加いただ

※３０ 観光用人力車の導入の検討について

きました。昨年に引き続き、女性会交流事業の

※３１ 観光客に対するおもてなしについて

一環としてご参加いただいた黒石商工会議所女

平成２８年度弘前市に対する重点要望事項一覧
◆「ひとづくり」
Ⅰ

子育て

Ⅱ

※平成２８年度新規項目

都市環境

１３ 市街化調整区域の柔軟な対応について

※１ 妊産婦本人等に対する支援について

※１４ ＩＣＴを活用した地方創生弘前型モデルの構築
※３２ 観光施設のトイレ整備について
について

※２ 通院医療費無料化の対象範囲拡大について

※１５ 弘前ならではの景観維持について

※３３ 弘前ねぷたまつり観覧に対する対応について

※３ 地域における保育施設の確保やその充実につい
※１６ 都市計画における用途区域に関する柔軟な対応
※３４ 北海道新幹線新函館駅開業後のさらなる誘客等
て
について
の検討・実施について
Ⅱ

こどもの学び

※４ 友好都市間での修学旅行連携促進について
※５ 小学校での外国語教育について
Ⅲ

多様な学び

６ 弘前先人記念館の設置について
※７ 青少年のスポーツ育成強化等について
◆「くらしづくり」
Ⅰ

健康

※１７ 空き地を活用した宅地開発に係る支援について
Ⅲ

生活基盤

商工業振興

たしました。当日はあいにくの雨にも関わらず、

性会の皆様をはじめ、ご参加いただいた皆様に
対し、厚く御礼申し上げます。
永澤会頭の発声で乾杯した後、会場内では華
やかな衣装を着た参加者が、軽やかなステップ
で踊っていました。

※２０ 弘前城北公園交通広場の更なる整備充実と広報
活動強化による利用率の向上について
Ⅳ

３９ 建設業の振興策について

生によるダンスが披露され、会場は大いに盛り

（特別保証融資）の予算枠の拡
４０ 弘前市融資制度
充について

上がりを見せました。また、デモンストレーシ

４１ マル経融資制度の利子補給の実施について

ョン終了後、マンボステップのワンポイントレ

１８ 弘前市の生活環境の向上や交通安全について
※１９ 地域内公共交通ネットワークの再構築について

エネルギー・環境

２１ カラス・害虫被害対策について
※２２ ごみのリサイクル率アップのための更なる取組
みについて

Ⅰ

農林業振興

Ⅱ

福祉

２３ 農商工連携と６次産業化に対する支援について

Ⅲ

安全・安心

２４ りんご産業の推進について

１０ 国土強靭化基本法に基づく自然災害に対する防
Ⅱ
災・減災のための社会資本整備の促進について
※１１ 防犯対策について

Ⅲ

２０１５チャリティーダンスパーティーを開催い

ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成に
３６ ついて
３７ 学生対象の溶接技術講習会並びに溶接競技大会
開催の際の支援について
３８ 「弘前ブランド」を国内外へ発信できる施策の
検討について

８ 健幸ひろさきマイレージ制度の利用促進等につ
◆「なりわいづくり」
いて
※９ 受動喫煙防止に係る環境整備について

３５ 四大まつり運営委員会の設置について

弘前商工会議所女性会（三上美知子会長）で

観光振興

２５ 「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期制
定について

２６ ＪＲ弘前駅中央口における大型観光バス発着に
◆「まちづくり」
関する柔軟な対応について
※２７ 外国人旅行者に対する弘前駅周辺の案内図、看
Ⅰ 雪対策
板等の整備促進について
１２ 冬季間における快適な生活と安定した交通の確
※２８ 鍛冶町地区における観光客などの集客を図るた
保について
めの環境整備について

弘前市総合産業振興計画の策定につい
４２ （仮称）
て
◆「その他」
４３ 各種イベントの効果測定の実施と測定結果の周
知等について
※４４ 弘前市の生活保護の適正な運用について
４５ 公衆用道路の固定資産税非課税基準の緩和につ
いて
４６ 青森空港並びに奥羽本線新青森駅等の利便性向上に
係る国、県、関係機関等に対する要望活動について

デモンストレーションでは、
「ソシアルダン
ススタジオおさない」の長内冨自彦先生、幸子先

ッスンがあり、冨自彦先生、幸子先生指導のも
と、参加者が男女に分かれて並び、思い思いに
ダンスを楽しんでいました。
毎年、ダンスパーティーの収益金の一部で弘
前公園に訪れる観光客用雨傘寄贈活動をおこな

４７ 弘前ナンバー導入に向けた研究・検討について

っております。今春は雨傘を１２０本寄贈してお

４８ 地域団体商標登録への支援について

り、来春も雨傘の寄贈を予定しております。

４９「弘前感交劇場」の推進について

＜経営支援課＞

