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平成３０年度弘前市に対する重点要望事項一覧

■最重点要望事項
１ 健康と地域医療について

２ インバウンド対策について

３

「弘前ブランドセンター」構想への支援
および地域資源のブランド化推進について

□重点要望事項
◆ひとづくり
１ 弘前市子育て支援補助金について
２ 子どもの医療費の完全無償化の実現について

回答内容について説明する葛西市長
２月２６日、弘前市長との懇談会が当所会館６

多大なる貢献をされていることに深く感謝申し

階特別会議室で開催され、正副会頭はじめ９部

上げたい。今後とも、商工業界の振興と活力あ

会の正副部会長、青年部・女性会の正副会長な

る地域社会実現のため、地域の先導役として、

ど、約３０人が出席しました。

なお一層のお力添えをお願いしたい」と述べま

懇談会の冒頭、昨年１０月に提出していた平

葛西市長から回答書を受け取った清藤会頭は

答書が清藤会頭に手渡され、引き続き、葛西市

「このたび要望した１７項目全てについて、前

長から要望事項に対する回答と説明がありま

向きな回答をいただき、深く感謝申し上げたい。

した。

特に、最重点要望の３項目については、弘前市

全１７項目の要望事項のうち、最重点要望事

と当所が一体となって課題を解決していき『地

項である「健康と地域医療について」
「インバウ

域のための商工会議所』として弘前市発展のた

ンド対策について」
「『弘前ブランドセンター』

めに尽力していきたい」と述べ、感謝の意を表

構想への支援および地域資源のブランド化推進

しました。
その後、出席者による懇談に移り、９部会並

と今後の処理方針についてお話いただきました。 びに青年部・女性会からそれぞれの要望回答に
あわせて、葛西市長は「商工会議所の皆様は、 対する所感が述べられ、それに対して葛西市長
商工業者のニーズに応えた経済・産業振興はも

弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略における
「人づくり特区」構想の策定について

４ 人口減少・少子化対策の強化について
◆まちづくり

した。

成３０年度弘前市に対する重点要望事項への回

について」の３項目に関して、これまでの経緯

３

５ 冬期間の雪対策について
６

ＪＲ弘前駅とえきどてプロムナード間のアクセ
ス性の向上について

７

国土強靭化に伴う防災減災、インバウンド等に
対応した新たな社会資本設備の策定について

８ 地域内公共交通ネットワークの再構築について
９ 交通安全のための速度制限標識の設置について
◆なりわいづくり

からコメントをいただきました。

とより、まちづくりの中核を担う機関として、

なお、平成３０年度の弘前市に対する重点要

歴史や文化を生かした魅力あふれるイベントを

望事項への回答の内容については、ホームペー

開催されるなど、弘前ならではの賑わい創出に

ジ等でご報告いたします。

１０

日本一の生産量を誇るりんご王国を維持するた
めの更なる支援

１１「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期実現
１２

津軽の食と産業まつり運営協議会への負担金の
増額について

１３

働き方改革等に伴う計画的な発注と適切な工期
設定について

１４ マル経融資制度の利子補給の実施について

2

第728号

平成３０年３月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

会員サービス委員会 会員事業所の健康の取り組み vol.4

青森三菱電機機器販売㈱

当社（青森本社・青森支店・八戸支店・弘前支

４月１日から３０日まで『さくら共済』春の

店・仙台支店・盛岡営業所・シンク）では、社員

キャンペーンを実施いたします。

の健康管理の充実・健康増進に繫げるため、平

『さくら共済』は、会員事業所のみが加入で

成２９年８月に健康宣言を行い、協会けんぽ青

き、病気・災害による死亡から事故まで、業務

森支部様より健康宣言書をいただきました。

上・業務外問わず２４時間保障されるため、役

もちろん全社員の定期健康診断・特定保健指

員および従業員の福利厚生制度にご活用いただ

導の利用・再検査や治療の必要があった場合の

けます。

社員への医療機関への受診等の推奨はこれまで

また、上記の保障に加え当所独自の給付制度

【朝、始業前のラジオ体操】

も実施してきた項目ですが、新たにわが社の健

があり、結婚や出産の祝金、健康診断助成金、
事故・通院・入院の際の見舞金なども付加され

①事業所内に血圧測定器を設置し、定期的に測 ることができました。春から秋は週一回事業所
定する（毎週 月曜日・木曜日）
。
周辺の清掃を計画しています。

さらに、キャンペーン期間中にアンケートに

【定期的に血圧測定】

康プランとして４つの項目を定めて実施してい たこともあり、喫煙者より若干の反発はありま
るところです。
したが、トップダウンによりスムーズに実施す

ております。
ご回答いただいた事業所様には抽選で『県内７
商工会議所のおすすめの逸品』を差し上げてお
ります。アクサ生命保険の推進員が事業所を訪
問させていただきますので、是非この機会にご
加入ください。
詳細については今月号の折込チラシをご覧い
ただくか、当所までお気軽にお問い合わせくだ
さい。

【事務所用加湿器５台設置
（湿度５０～６０%に設定し
インフルエンザウイルス
シャットアウト）
】
②建物内全て禁煙とする。

※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項
説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧
下さい。

さくら共済利益配当金振込のお知らせ

弘前支店は平成３０年２月７日保健所より認

③毎日始業前にラジオ体操の実施。

証されました。これを契機に、なお一層内容を

④事業所内で毎朝朝礼時相互に挨拶運動の実施。充実させ健やか健康づくりに努力していく所存
建物内禁煙については、既に分煙を実施してい です。

＜経営支援課＞

料飲・観光部会主催『弘前の新酒を楽しむ会』
が開催されました

＜総務財政課共済係＞

当所会員共済制度「さくら共済」の平成２９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２６．
７％、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４２７円で実質掛金
は１，
１７３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８５０万円、災害保険金が１件２００万円、入
院給付金が１２件の１３１．
４万円となっています。
同時に『振込みのお知らせ』もご送付いたしま
すので、明細を必ずご確認ください。


挨拶する福士部会長

市内全ての蔵元が一堂に会しました

２月２０日、料飲・観光部会（福士圭介部会

食材を仕入れて調理した「ふく鍋」や「きりた

長）主催（弘前酒造懇話会共催）の新たな冬の

んぽ鍋」も振舞われ、新酒とともに温かな鍋料

飲食イベント『弘前の新酒を楽しむ会』が土手

理を堪能しておられました。

町コミュニティパークにて開催されました。

なども実施し、会場は大いに盛り上がりまし

内すべての蔵元の皆様にご参加いただき、仕込

た。蔵元の皆様との交流もできた今回の会で

みの工夫や味の特徴などの説明をしながら、自

は、改めて地酒の美味しさを知り、親しむこと

慢の新酒を振舞っていただきました。

ができる良い機会になったのではないでしょ

議所、大館商工会議所のご協力により現地から

業

大司産業

所

名

代

表

者



小山内

司

住
弘前市細越早稲田９４−２

２月２１日、ホテルニューキャッスルにおい
て、第３回経営塾が開催されました。

うか。
＜地域振興課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２、
３８２件（特別会員含む）
事

人財育成委員会 第３回経営塾を開催しました

とらふぐ刺身盛の販売や新酒が当たる抽選会

今回、日本酒イベントとしては初となる、市

また、会場では当所と交流のある下関商工会

＜総務財政課共済係＞

所

営
土木

業

内

容

講師としてＮＰＯ法人プラットフォームあお
もり副理事長の高木茂氏をお招きし、「小さな
事業者が知っておきたい採用と育成と定着のコ
ツ」と題してご講演いただきました。
講演会では採用・育成・定着に関わるデータ
を元にさまざまな解決策が示され、熱心にメモ
を取る参加者の姿が見られました。
また終了後は講師を囲んでの名刺交換会およ
び懇親会を開催しました。
当所では引き続き、将来の地域経済界を担う
若手経営者育成を目的として、経営塾を開催し
ます。次回開催日程は改めてお知らせいたし
ます。

＜経営支援課＞
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〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第１８回：自己破産手続きについて

債権に優先して支払いを受けることができま

Q

（その３：最終回） す。また、所定の割合で国が立替払いする制
取引先が破綻し、代理人弁護士から自己破 度もあります（未払賃金立替払制度）。
産申立をする旨の通知がきました。同社に対

破産管財人が会社資産を清算した後に配

して未回収の売掛金がありますが、どうすれ

当すべき財産がある場合には、配当が実施さ

ばいいでしょうか。

れます。配当は、債権額に按分して（比例し

Ａ

（第１６回、１７回と同じ内容です） て）支払われます。配当以外の回収手段とし
今回は、会社破産に関するその他の制度等 ては、債権回収会社に債権を売却することも
についていくつか説明します。

考えられます。

現在、ハローワークで求職中の方々の情報で

会社が破産すると、残務処理の必要があ

破産債権は、経理上、損金処理することが

す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー

る場合等の一部の例外を除き、会社従業員は

できますが、具体的な金額や計上の時期につ

ク弘前、紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ

解雇されます。元従業員への未払賃金がある

いては貴社顧問税理士に確認してください。

せください。

場合、元従業員は一定額について一般の破産

（横山航平法律事務所

弁護士

横山航平）

平成３０年度中小企業融資制度等説明会
受講訓練
受講期間

１

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

普通自動車免許
ワード３級、エクセル３級
２０
ラジオ音響技能検定４級
パソコン
弘前市 計算技術検定４級、ワープ 縫製 １９年５ヶ月 弘前市内
経理科①
ロ技能検定４級、情報技
・近郊
３ヶ月
術検定２級、キータッチ
２０００テスト

短期で習得
普通自動車免許
パソコン
２
板柳町
エクセル３級
基礎科
２ヶ月間

３

普通自動車免許
保育士
簿記
会計科② 藤崎町 幼稚園教諭２種
日商簿記３級
５ヶ月
エクセル２級

ゼロから
学べる
普通自動車免許
４ パソコン・ 弘前市
（ＡＴ限定）
簿記事務科
３ヶ月
ゼロから
学べる
５ パソコン・ 弘前市
簿記事務科
４ヶ月間

臨時事務員 １ヶ月
１２
一般事務補助
弘前市、

１ヶ月
五所川原
窓口
３ヶ月

青森県の平成３０年度融資制度等説明会が開
催されます。
県・市及び関係機関の担当者から融資制度や
支援制度等について直接説明を聞くことができ
る絶好の機会です。中小企業の皆さんぜひご参
加ください。
なお、参加の方は事前にご連絡ください。
◆日時
◆場所

保育士

８年

１５
青森県内

平成３０年４月１３日㈮

◆内容①青森県の融資制度について

学生と弘前市内企業経営者との意見交換会を開催しました

貴重な意見交換の場となりました
２月１３日、当所２階大ホールにおいて、学生
と弘前市内企業経営者との意見交換会が開催さ

当所と弘前地区雇用対策

れました。

協議会（工藤順巳会長）で

市内企業１９社、大学生２１名が参加し、就

は、新規就職者の地元就職

職をテーマにした企業側からの質問を大学生の

と企業の人材確保を目的と

皆さんは◯×で回答しました。

した手引書「弘前企業ガイ

地元企業の認知度の低さなど、改めて思い知

ド（２０１９年版）」を作成

った意見が多く、企業と大学生との認識の違い

このガイドブックは、平
成３１年春に就職を希望している新規学卒就職
者に配布するほか、平成３０年３月に仙台・東
京、４月に弘前、青森、八戸で開催される就職
ガイダンスの参考資料として配布しています。
内容は、市内の約４０事業所の優良企業等の
概要が詳細に掲載されており、一般の方でも事
業所データブックとして様々なご利用ができる
内容となっております。
サイズはＡ４版（横２１０㎜ 縦２９７㎜ 四色カ
ラー刷り）にまとめました。ご希望の方には、
当所窓口で差し上げておりますので、お早めに
どうぞ！

＜経営支援課＞

⑤青森県信用保証協会の保証制度等につ
いて
⑥青森県中小企業再生支援協議会・青森
ついて

弘前企業ガイド２０１９
窓口で無料配布しております

いたしました。

支援事業について

弘前商工会議所会館２階２０１会議室

新聞印刷工
２０

２６年２ヶ月 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。

融資制度について
④２１あおもり産業総合支援センターの

県産業復興相談センターの支援事業に

夜間待機職員
普通自動車免許

７ヶ月
１０
損害保険特級（一般）
一般事務
弘前市内
玉掛

１９年７ヶ月
小型移動式クレーン
事務職 ４年４ヶ月

ガーデニン
普通自動車免許
６ グ（園芸）科 弘前市
大型一種
６ヶ月

③日本政策金融公庫（国民生活事業）の

１０：００～１１：３０

人材育成委員会
事務 ２年７ヶ月
９
りんご荷造り、選果

５年（パート）
弘前市内
精密部品組立工

７年９ヶ月

②弘前市の融資制度について

⑦個別相談

＜経営支援課＞

お気軽に相談を！
！
『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 ３月１５日㈭・４月１８日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 弘前商工会議所会館５階相談コーナー
●相 談 員 桔梗行政書士事務所
行政書士 竹内知弘氏
●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が、当日都合の悪い方で
相談がある方も調整が可能の場合もあります
ので、経営支援課までお問い合わせください。

＜経営支援課＞

が感じられるものとなりました。
また終了後は交流会を開催し、企業経営者と
大学生がフリートークで意見を交換する貴重な
機会となりました。

＜経営支援課＞
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エスモードパリ校授業風景

平塚氏による講演
２月２５日、ホテルニューキャッスルにて第２
回弘前観桜会１００周年記念講演会が「弘前観桜
会１００周年、さらなる１００年へ」と題して開催
されました。実行委員のほか、当所議員や一般
市民など約１２０名が聴講に訪れました。
講演会冒頭、２０１６年の市庁舎改修工事中に
秘書課収納庫で見つかり、弘前市立博物館で保
管されていた、大正期の観桜会の映像が収めら
れたものとしては最古と考えられる弘前観桜会
の映像を初公開いたしました。上映した映像に
は、弘前観桜会開催のきっかけとなった若者の
仮装集団「呑気倶楽部」の仮装行列や、本丸の
津軽為信像前でにぎやかに花見を楽しむ人々の
姿が記録されており、出席者は大変貴重な映像
に見入っておられました。
講演では、講師を務めたフリーランスライタ
ーで弁護士の平塚晶人氏が、桜を題材にした自
身の著書執筆のため、全国各地の桜を取材した
経験があり、桜に対する造詣が非常に深いこと
から、
「弘前の桜」が全国のその他の桜に比べて
いかに素晴らしく、貴重な存在であるかを多様

貴重なフィルムを上映しました
な観点から語られました。
弘前市民が見慣れている桜の姿は、他の地域
とは全く異なること、さらにそれは独自の管理
手法と桜に対する強い想いが脈々と受け継がれ
続けていることによって実現されていることを
語られ、改めて先人たちの努力と桜に対する強
い想いを実感させられました。
パネルディスカッションでは、講師の平塚氏
のほか、清藤会頭、山本副市長、桜守の小林氏
にパネラーとしてご参加いただき、弘前の桜を
この先の１００年へつなげるための取り組み等
について、それぞれの考えを語っていただきま
した。
今回の記念講演会では、弘前市民にとっては
当たり前で、幼い頃から見慣れた桜の姿が、ど
れほど素晴らしいものであるかということ、ま
た、これからの弘前公園の桜をいかに後世に残
し、弘前の桜文化を継承し、さらなる発展へと
繋げていくかを改めて考えさせられる内容で
した。

弘前観桜会１００周年事業実行委員会担当

＜地域振興課＞

衣装資料館にて
全国高等学校ファッションデザイン選手権大
会優勝校に贈られる、副賞の「パリ派遣・招待」
が２月２２日～２７日の日程で実施されました。
今年度は、第１７回大会優勝校富山第一高校
の派遣で、服飾専門学校エスモードパリ校訪問
や、衣装資料館等の見学などを行いました。
はじめに訪問したエスモードパリ校は、世界
初のファッション教育機関として１８４１年に創
設された伝統ある学校です。研修では学校内を
見学し、授業の様子を拝見しました。充実した
カリキュラムや自分の作品に集中するための整
った設備、柔軟な発想で生地を作る生徒の様子
など、レベルの高さを感じました。
また、衣装資料館では当時の衣装の移り変わ
りからファッションの歴史的背景を学ぶことが
出来ました。これらの衣装は、丁寧な時代検証
を行い映画等で使用されています。
自主研修では、美術館（ルーブル美術館・オ
ルセー美術館）やオペラ座を見学し、有意義な
時間を過ごすことができました。
生徒２名は「今回の研修で受けた刺激を忘れ
ず、努力していきたい」と話していました。


ファッション甲子園実行委員会事務局担当



＜産業振興課＞

