◇青年部創立３０周年記念大会 …４面
◇新入職員を紹介します

…２面

◇会員企業情報
一覧ページのご案内 …３面
ホームページ

弘前かいぎしょ 2019
ひろさき

ヘッドライン

TODAY

会報

http://www.hcci.or.jp

NO. 749

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

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

〜体感！実感！「津軽三味線」をテーマとしたステージによる地域文化の魅力発信〜

受賞者概要

日本商工会議所が１２月２日付で発表した２０１９年度「全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」において、当
商工会議所が〈きらり特別賞〉に選ばれました。このたびの特別賞は、３００人の大合奏で知られる「Тｈｅ津軽三味
線」の実施による伝統芸能再興の取り組みが評価されたものです。
本表彰は、地域の個が光り、他の商工会議所の模範となるような観光振興活動に取り組む商工会議所を顕彰する
ことを目的に創設され、今回で１２回目の開催となりました。なお、表彰式は、２０２０年２月に石川県金沢市で開催予定の「全国商工会議所観光振興
大会」の全体会議の席上で行われる予定となっております。
◯弘前市は、商工会議所、行政、観光コンベンション協会、物産協会と連携して「弘前さくらまつり」「弘前ねぷたまつり」「弘前城菊と紅葉
まつり」「弘前城雪灯籠まつり」を弘前四大まつりとして開催し、広域から誘客を図っている。
◯弘前商工会議所は、新たな魅力を創出することを目指して、２００５年から全国的にも知名度の高い津軽三味線を主軸に地域の伝統芸能を
集結した事業を展開し、観光振興に取り組んでいる。

功
績
点

１．伝統芸能を再興した観光振興
・弘前商工会議所では、津軽の伝統芸能である津軽三味線に焦点を当て、奏者３００人による大迫力の合奏と津軽民謡、手踊りなど地域の
伝統芸能を結集した「Ｔｈｅ津軽三味線」のステージを展開し２回公演で１，
６００人を集客した。集客による経済効果は関連する宿泊・飲
食・土産など多岐にわたり、観光消費に大きく貢献した。
・ステージでは、普段目にすることのできない津軽
の伝統芸能が一堂に集まるほか、津軽三味線と現
代楽器との音楽セッションや地域芸能と弘前ねぷ
たとのコラボレーションを実施するなど、新たな
魅力を発信し続け、日本の老若男女はもとより外
国人の旅行者からも好評を得ている。
・２０１６年度にはＪＲ東日本の青函ディスティネー
ションキャンペーンのメイン事業として開催され、
津軽三味線事業の知名度向上に繋げている。
２．多角化する伝統芸能活用事業
・「津軽三味線の本場：弘前」の地位確立のため、
関連ツアーの企画や観光関連グッズの販売、津軽
三味線ライブハウスの増設、演奏体験の実施、本
場での演奏希望者の誘客、伝統文化の育成など多
角的に事業を拡大し続け、通年で楽しめる仕組づ
くりや地域観光の魅力増大に取り組んでいる。

農業経営支援事業

「第４回パネルディスカッション」開催

１１ 月 ２５ 日、当所２階大ホールにて、農業

本事業は、農業経営の課題を掘り起こし問題

経営支援事業の一環として、第４回パネルディ

点を関係機関と共有し、具体的な解決策を検討

スカッションを開催しました。今回は、全国農

することにより今後の事業展開に繋げることを

業経営コンサルタント協会会長森剛一氏をゲス

目的に開催し、ゲストの森氏からの貴重なアド

トに迎え、若手農業者・関係機関・金融機関・

バイスや、関係者の意見交換から多くの課題が

行政担当部署から８０名の参加がありました。

浮き彫りとなり、情報共有をはかることができ

〈第４回農業経営支援事業パネルディスカッション〉

〈 農業の展望について語るパネリスト〉

ました。今後は課題解決に向けた具体的な活動
を展開してまいります。
テーマ：
「これからの農業経営」
ゲスト：全国農業経営コンサルタント協会
会長 森剛一氏
パネラー：森山聡彦氏（もりやま園㈱）
高橋哲史氏（㈱百姓堂本舗）
赤石淳市氏（㈱ＲＥＤ ＡＰＰＬＥ）
工藤昌弘氏（合同会社パープル ウ
ィンドウ）
佐藤拓郎氏（㈱アグリーンハート）
石山 敬氏（農事組合法人しみず）
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『 さくら共 済 』冬 のキャンペーンスタート！
≪入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
≫

令和元年１２月から令和２年１月まで『さく

また、当所独自の給付制度といたしまして、

詳細については今月号の折込チラシをご覧い

ら共済』冬のキャンペーンを実施いたします。

結婚や出産の祝金、健康診断助成金、事故通院・

ただくか、当所までお気軽にお問い合わせくだ

『さくら共済』は、会員事業所のみが加入で

病気入院の際の見舞金なども付加されており

さい。

ます。

※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項

き、病気・災害による死亡から事故まで、業務
上・業務外問わず２４時間保障されるため、役

さらに、キャンペーン中に新規でご加入いた

員および従業員の福利厚生制度にご活用いただ

だいた皆様にもれなく特製たか丸くんタオルを

けます。平成３０年１１月からはご加入の皆さ

プレゼント！当所職員及びアクサ生命保険㈱の

《お問い合わせ先》総務財政課共済係

まによりご利用いただく機会を増やすことを目

推進員がみなさまの事業所をお伺いいたします

ＴＥＬ ０１７２−３３−４１１１

指し、
「生存保障」を充実させた新保障内容へと

ので、この機会にご検討のほど、よろしくお願

《引受保険会社》アクサ生命保険㈱弘前営業所

リニューアルいたしました。

い申し上げます。

説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧
ください。

ＴＥＬ ０１７２−３３−５７４４
ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
３１２件（特別会員含む）

建設部会

ジャパンホームショー
視察研修会

事
ラウンジ

業

所

名

リターン

「Ｔｏｍｏｋｏ」

代

表

者

住

所

営

業

島 谷 桂 子

弘前市鍛冶町２１ オットービル３階

飲食店

市 田 智 子

弘前市桶屋町２２ 開発センター２階

飲食店

新 入 職 員 紹 介

内

容

よろしくお願いいたします！
経営二課 中 田 優 大

総務財政課 工 藤 麻 衣

〈ジャパンホームショー会場前にて〉
建 設 部 会 （ 吉 川 功 一 部 会 長 ） で は、１１月
１４日、１５日に視察研修会を実施し、部会員

１２月１日より総務財政課配属になりました
工藤麻衣と申します。
昨年から約１年半、総務財政課臨時職員とし

１１名が出席しました。
１４日は東京ビッグサイトで開催された「第

て受付を担当していました。これからは正職員

４１回ジャパンホームショー」を視察しました。 として今まで身につけてきたことを活かし、笑
本展示会は、国内外の建設関連企業が一堂に会 顔で丁寧な対応を心がけ、精一杯頑張っていき
し、建材やインテリア製品、設備、サービスな

ますので、ご指導よろしくお願いいたします。

１２月１日より弘前商工会議所事務局で働か
せていただくことになりました中田優大と申し
ます。
学生時代は水泳をずっとやっておりました。
身体を動かすことが大好きで、やる気と体力に
は自信があります。
まだ右も左もわからない状態でゼロからのス
タートとなりますが１日も早く仕事を覚えられ
るよう精一杯頑張って参りますのでご指導よろ
しくお願いします。

ど多種多様な製品が出展される国内最大級の展
示会で、参加者はそれぞれ興味のあるブースで
熱心に情報収集を行いました。参加者からは、
今年の特徴として、中華圏の企業ブースが昨年
に比べ増加しており、商品の質も非常に向上し
ていたことが印象的という声も聞かれました。
１５日は東京オリンピック選手村や新国立競技
場の建設現場を視察し、来夏に開催が迫る東京
２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて
大規模開発が進む都内の様子を実際に目にする
ことで更なる理解と関心を深めました。


＜経営一課＞

「響魂」
その声は
魂に響いてるか
その行動は
魂に響いてるか
魂が喜ぶライフスタイルへ。
書道家 武田

双雲
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弘前商工会議所『健康事業所自己宣言』事業からのお知らせ
当所では、昨年度より短命県返上に向けた健康推進に取り組むため、従業員の健康増進に
積極的に取り組む「健康経営®※」を推進すべく、随時、健康に関する情報を発信しています。
※「健康経営®」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です

◆弘前市ライフイノベーション推進事業費補助金（健康経営促進）

現在、ハローワークで求職中の方々の情報で
す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー
ク弘前・紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ
せください。
受講訓練
免許・資格・
職歴・経験等
受講期間
専門知識・技術等
職場で使える
販売員
Word３級
１ パソコン基礎科

２１年１０か月
Excel３級
４か月

希望月収（万）
希望勤務地
２０万円
弘前市

２

パソコン
基礎科１
３か月

Excel３級

幼稚園教諭 ２９年

３

パソコン
基礎科１
３か月

歯科技工士
Excel３級
Word３級

歯科技工士
１４万円

９年２か月 弘前市

４

Web広告
デザイン科
４か月

５

パソコン
経理科
６か月

Word２級
Excel２級

営業事務員
１８万円

２７年１１か月 弘前市

６

パソコン
基礎科１
３か月

Word３級
Excel３級

製造員
３か月
１０万円
製造員
３か月
弘前市
包装作業員１０か月

１０万円
弘前市

情報処理検定１級、Webクリエイター 事務員
５年
１５万円
（エキスパート）、フォトショップ、 製造作業員
弘前市
イラストレーター（スタンダード） 
１年７か月

職場で使える Word３級
７ パソコン基礎科 Excel３級
４か月
（サーティファイ）

清掃員

職場で使える Word３級
８ パソコン基礎科 Excel３級
４か月
（サーティファイ）

レジ係 ３年６か月 １２万円
接客 ２年３か月 弘前市

５か月

１０万円
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。

【中小企業庁委託事業】

「 下請かけこみ寺」のご案内
中小企業の皆さん、取引上の悩みを抱えて
いませんか？
例えば･･･
支払日を過ぎても請負代金を払ってくれ
ない
突然一方的に取引を停止された
製造コストが高騰したのに単価引き上げに
応てくれない
発注元からのキャンセルを理由に一方的に
返品された
･･･等々。
下請かけこみ寺は企業間取引上の悩み相
談に相談員や弁護士が無料で対応し、問題
の早期解決を支援します。
■下請取引に限らず様々な取引上の相談に
応じます。
■弁護士による無料相談は県内４市で随時
受けられます。
（青森市、弘前市、八戸市、五所川原市）
まずはお電話でご気軽に相談ください！

フリーダイヤル

０１２０－４１８－６１８

お問合せ先
（公財）２１あおもり産業総合支援センター内
下請かけこみ寺 ＴＥＬ：０１７−７７５−３２３４

http: // www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm


＜経営一課・二課＞

弘前市では、市民の健康寿命の延伸を図るこ
とを目的とした「ひろさきライフ・イノベーシ
ョン戦略」に基づき、従業員の健康増進に資す
る新規取組または取組拡充をした市内の事業者
に対し、その取組に必要な経費について、補助
金を交付します。
補助対象者
健康経営®に関する認証を取得している市内の
事業所等（市内に本社がある事業所）
国：健康経営優良法人
県：青森県健康経営事業所
市：ひろさき健やか企業
全国健康保険協会：健康宣言事業所
補助対象経費
※１事業所等につき、年度内の交付回数は１回
までとなります。
①がん検診に関する以下に掲げる経費
・がん検診の機会を設定している事業所のう
ち、従業員の各種がん検診受診に係る本人
負担分に相当する経費（市で実施している
がん検診を除く）
・がん検診の結果、精密検査が必要となった
方の、精密検査実施に係る本人負担分に相
当する経費
②従業員の禁煙支援の取組に要する以下に掲げ
る経費
・従業員の禁煙外来治療費に相当する経費
（薬剤費含む。治療開始から１２週間まで。
保険適用の有無は問わない。
）

弘前商工会議所会員企業情報
一覧ページのご案内

当所では、健康経営®に関する認証を取得して
いる、または健康に関する独自の取り組みを行
っている事業所に『健康自己宣言登録証』とシ
ールを配布しています。



＜総務財政課＞

お気軽に相談を！
！
『 行政書士相談会 』
（旧：なんでも相談会）

近年就職支援サイトが多く普及し、様々な媒
体にて企業情報が発信されており、優秀な人材
確保に向けて、企業情報発信の機会をいかにし
て増やすかが課題となっております。
当所では、企業情報発信の機会の増加を目指
し、１１月より「弘前商工会議所会員企業情報一
覧ページ」を増設しました。登録料１５，
０００円
（税別）
、維持費０円でいつでも情報の更新が可
能となりますので是非ご登録ください。
詳細、お申込みについては当所１１月号会報
（先月号）の折込チラシをご確認いただくか、
下記のお問い合せまでご連絡ください。

当所では、日常、業務を行う中での困りごと、
許認可の必要性や商取引でわからないことにつ
いて行政書士による相談会を開催しております。
●開 催 日 １月８日㈬・２月１２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
●相談内容の一例
☆建設業や産業廃棄物処理業などの許認可に関
する相談
・許可取得の要件など
☆農地の売買などに関する相談
・農家同士の売買や、農地転用の要件など
☆遺言・相続・成年後見に関する相談
・遺言書の作成方法、遺産分割協議書や成年
後見に関する説明など

＜経営一課＞

お問い合せ先
担 当：弘前商工会議所経営二課
ＴＥＬ：３３−４１１１
掲載URL：https://hcci-company-list.net/
※当所ＨＰの「弘前商工会議所会員企業情報一覧
ページ」のバナーからもアクセス可能です。

＜経営一課・二課＞

企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

・禁煙宣言した従業員への禁煙補助剤購入費
に相当する経費（１人あたり補助上限額１
万円）
③従業員が使用する以下の機器の導入に要する
経費
・血圧計（事業所設置用又は家庭血圧測定の
ための従業員貸出用に限る。
）
・体重計
・体組成計
・血管年齢測定器
・健康管理に用いる情報機器（携帯端末、通
信・接続機器等）
④フィットネスクラブの法人契約に要する経費
補助率
補助対象経費の２分の１（上限３０万円）
補助事業の期間
平成３１年４月１日から令和２年２月２９日まで
の事業が対象となります。
応募期間
補助金交付要綱告示日を応募開始の日とし、交
付決定額が予算額に達するまで随時募集します。
応募・問い合わせ先
健康こども部 健康増進課
健康づくり総合推進担当
〒０３６−８７１１ 弘前市大字野田二丁目７－１
電話：３７−３７５０ ＦＡＸ：３７−７７４９

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第３７回：新規の取引先は要注意！？
Q 新規の取引先がどのような会社かわからず
不安があります。どうすればいいでしょうか。
A 新規顧客と取引を始める場合、リスク回避
の為に一定の調査をすることをお勧めしま
す。様々な調査方法がありますが、ウェブ上
で情報入手することが手っ取り早く費用もか
かりませんのでお勧めです。具体的には、相
手の会社のホームページ等で会社概要や事業
内容、取引先等に加えて、サイトの完成度や
更新頻度などもチェックします。次に獲得で
きた会社情報を元に検索サイトを使ってマス
コミ露出や評判を調べます。会社名のみなら

ず屋号・店舗名、役員名や関連会社名でも検
索します。賞罰歴、裁判歴、他社との関係、
同業他社や消費者の評判など、意外に多くの
情報を入手できます。ウェブ上の情報は誤っ
た情報も少なくないですが、あまりにマイナ
ス評価が多い会社や実体が見えない会社は避
けたほうが無難です。
なお、当事務所では他にも独自の調査方
法を有しており、顧問契約のオプションサー
ビスとして相手方の調査・鑑定も行っていま
す。「インターネットが苦手」という経営者
の方は、ぜひ顧問契約をご検討下さい。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）
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弘前かいぎしょ TODAY

弘前商工会議所青年部創立30周年記念大会が開催されました
１１月１６日、アートホテル弘前シティにおい
て弘前商工会議所青年部（以下弘前ＹＥＧ）創
立３０周年記念大会が行われました。当日は
記念講演として、函館市にあるラッキーピエ
ログループの会長である王一郎（おういちろ
う）氏を講師にお迎えし、「Ｂ級グルメ地域
ダントツＮｏ．
１パワーブランド戦略」と題して
講演会が開催されました。

〈講演中の王一郎氏 〉

〈講演を熱心に聞く参加者 〉

式典で発表
された記念事
業は『夢を叶
えちゃいます
プロジェク
ト』と題し、
弘前ＹＥＧが
「人口減少、
少子高齢化等
による地方経
済衰退が深刻
化する社会に
〈歴代会長への感謝状贈呈の様子〉
おいて何がで
きるか」を考え企画したものです。毎年、弘前
ＹＥＧが中心に開催している、津軽の食と産業
まつりで募集する「将来の夢コンクール」の応
募作品から子供たちの夢を応援しようというプ
ロジェクトで、１，
２６７名の将来の夢から、歌手
やモデル関係の夢を持つ４人の子供たちを選出
しました。これまで受けたさまざまなレッスン
を経て、令和２年３月１５㈯にヒロロ内市民文
化交流館ホールにて発表する予定となっており
ます。
また、みらい創造ビジョンは『創支想愛』と
題して発表し、弘前ＹＥＧが５年、１０年先を
見据え地域の経済的発展と、豊かで住みよい郷
土を築くため策定したビジョンになります。
（みらい創造ビジョンは以下のとおり）
【基本理念】
・弘前ＹＥＧは、地域の未来を創造し、地
域の先駆者となる
・弘前ＹＥＧは、かたい絆のもと支えあい
共に挑戦する
・弘前ＹＥＧは、郷土を想い郷土に愛され
る青年経済団体となる
【ミッション】
１．地域経済の支えとなる魅力あふれる企
業づくりを推進する
２．歴史や文化を継承しつつ、新たな価値
観による地域産業を創造する
このビジョンを念頭に置き、弘前ＹＥＧは
これからも活動していきます。

講演会には約２５０名が参加し、冒頭、飲食業
界らしく「おはようございます！」の挨拶か
ら始まり、講演では「地域だからこそできる
戦略がある」と強調し、「小さな差を積み重
ねることが大きな差につながっていく。地域
のナンバーワンになるべき」と熱弁し、参加
者が感動で涙する場面もありました。当日は
弘前大学の学生も運営サポートとして参加し、
王会長との談話や記念撮影も行われました。
講演会終了後には、創立３０周年記念式典が
行われ来賓やＯＢ、現役メンバー合わせて１５０名
が出席しました。また、櫻田宏弘前市長を始
めとする多くの方々からご祝辞をいただきま
した。式典では弘前ＹＥＧの歴代会長への感謝
状と記念品の贈呈や、現役メンバーによる記
念事業の発表並びに『みらい創造ビジョン』
を発表しました。

式典終了後、記念祝賀会が開催され、来賓
やＯＢ、現役メンバー１８０名を超える方々に参加
していただきました。開会冒頭、和徳小学校
合唱部による素晴らしい合唱を披露していた
だき大いに賑わいをみせました。

〈式典での島川会長あいさつ 〉

〈 和徳小学校合唱部のみなさん 〉

〈祝賀会乾杯の様子〉
【弘前ＹＥＧ島川聖栄会長挨拶】
この度、弘前商工会議所青年部（弘前
ＹＥＧ）は創立３０周年を迎える事が出来まし
た。諸先輩の努力と行動により、絆の歴史を
築き上げていただいた事に敬意を表します。
また、永きにわたり我々の活動に深いご理解と
ご支援をいただきました、関係各位の皆様方に
深く感謝の意を表するところでございます。
平成元年７月１１日、バブル経済好景気の
中、会員相互の親睦と地域商工業の振興を目
的に弘前ＹＥＧが誕生しました。偉大なる先輩
方が大切に繋いできた絆の歴史には重さと想
い、そしてたゆまぬ努力が詰まっています。
平成という激動の時代に活動してきた、弘前
ＹＥＧは令和元年新時代の幕開けに創立３０周年
の節目を迎え、新たな未来を築く事を誓い活
動して参ります。我々のＹＥＧ活動に節目はあ
っても終わりはありません。
弘前ＹＥＧは商工会議所活動に深みと広がり
を持たせる青年経済団体として地域を愛し、
地域に愛される活動を行っていかなければな
らない使命があります。先輩方が大切に繋い
できた絆を後輩へ更に強い絆にして渡してい
かなければならないのです。
この度創立３０周年記念大会を開催するにあ
たり７つの部会が活発にＹＥＧ活動を重ね、諸
先輩の功績を称え活動を振り返るとともに未
来へのビジョンを策定、『創支想愛』を掲げ
ＹＥＧ活動に邁進して参ります。また、記念事
業では将来の夢コンクールの作品から夢を叶
える一助となるプロジェクトを開催しており
ます。記念講演会では「地域で一番になれば、
地域の皆さんが愛してくれる！」ラッキーピエ
ログループ会長の王一郎氏をお招きしご講演い
ただく事ができました。創立３０周年記念誌で
は弘前ＹＥＧの軌跡を収め未来への一歩を見据
えた記念誌として発行いたしました。
我々ＹＥＧが明るい未来を照らし続けなけれ
ば、この地域を明るい未来に変える事はでき
ません。伸びゆく大地を創る新たな１ページ
に向け取り組んでいく事を強く誓い、弘前商
工会議所青年部創立３０周年記念大会開催に際
し、多大なご支援ご協力を賜りました皆様に
心より深い感謝と御礼を申し上げご挨拶とさ
せていただきます。
＜経営一課＞

