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優勝の三本木高校。１つ１つの形が異なるパズルの
審査員特別賞（中野裕通賞）の弘前実業高校。拡声
ピースを組み合わせることによって生まれる連鎖、結 器 に 見 立 て た 白 い ワ ン ピ ー ス に、 文 字 を 形 づ く っ た
合をワンピースの衣裳で表現。
モールや針金を縫いつけ、心の叫びを表現。

ファッション甲子園
2009

第９回全国高等学校ファッションデザイン選
手権大会最終審査会が８月23日㈰弘前市民会館
において行われました。一次審査を通過した全
国40校がファッションショー形式の最終審査会
に出場し、本県代表の三本木高校が優勝しまし
た。三本木高校の優勝は、９回目を数える本大
会において県勢初優勝という快挙となりまし
た。
第1回から前回大会まで、9,797もの本県作
品が応募され、毎年最終審査会に本県高校が出
場しながらも、準優勝５度、第３位１度と今一
歩のところで、栄冠に手が届きませんでした。
三本木高校は、前回大会も準優勝となった実績
があり、審査員の採点でも「突出した高得点」
とのことでした。来場者の投票により決定した
最優秀作品賞である「観客賞」も受賞し、審査
員、来場者の双方から高い評価を受けた、まさ
に「完全優勝」となりました。
また、弘前実業高校も健闘し、作品「拡声

■優

勝
□青森県（県立）
三本木高校
□作品名／「ナン」ピース

■準優勝
□東京都（専門学校）学校法人古屋学園二葉ファッションアカデミー
□作品名／部活、真っ盛りの17才

■第３位
□埼玉県（県立）
特別支援学校さいたま桜高等学園
□作品名／おしゃれな人

■審査員長特別賞
□静岡県（私立）
三島高校
□作品名／I LOVE EARTH

■審査員特別賞（中野裕通賞）
□青森県（県立）
弘前実業高校
□作品名／拡声器

■審査員特別賞（ガッツダイナマイトキャバレーズ賞）
□岐阜県（私立）
向陽台高校大垣平野学園
□作品名／存在

■観客賞（来場者が選ぶ優秀作品賞）
□青森県（県立）
三本木高校
□作品名／「ナン」ピース

■キラリ賞（出場校担当教員が自校以外の優れた学校に
提供する賞）

器」が審査員特別賞（中野裕通賞）を受賞しま

□沖縄県（県立）
那覇工業高校

した。

□作品名／トラベラー
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流行 はやり ものから見えるもの「小説『１Q８４』と学習参考書が大人気―不況に負けない強さのヒミツは？―」

昨今、長引く不況や売り上げ不振の影響をモ

また、同書の陰に隠れてあまり目立たないが

ロに受けている一つが、出版業界だろうか。全

静かなブームを呼んでいるのが、何と中学・高

体の市場規模は1997年の約2.5兆円から徐々に

校の「政治・経済」関連の参考書や「日本史・

政治・経済・歴史本の人気も同じ。不況突破

減り続け、2008年にはついに２兆円にダウン。

世界史」の教科書など。こちらの読者も、なぜ

の糸口を考えるためにも、過去（とくに近代か

今後も、まだまだ冬の時代は続くといわれてい

か40代以上のビジネスマン。特に見やすい「年

ら高度成長やバブル前後）の時代の流れを鳥瞰

る。

表入り」のものが人気だという。

（ちょうかん）してみたいという知的欲求を強

そんな中で、2009年上半期に絶好調の売り

◆

都会。まさに今の熟年層が青春を過ごした舞台
でもある。

めた人びとが増えたためかもしれない。

上げを見せたのが、村上春樹氏の新作『１Ｑ

出版界の救世主ともいわれるこれらの本のヒ

もう一つの理由は、会社の業績悪化や所得ダ

８４』（新潮社）。上下巻を合わせて、この夏

ットの背景には、どうも２つの心理が働いてい

ウンで小遣いの減った中高年が、趣味として

までに約200万部 （40億円弱）という大ヒット

そうだ。

読書の魅力を再認識したことだろう。「自宅」

を示した。中核となる読者は、かつての全共闘

一つは、将来への展望を失った世代が近い過

に居ながら「安い価格」で「長時間」楽しめ、

世代にあたる中高年のファンや、口コミで評判

去への回顧を求め始めたことだ。１Ｑ８４の舞

しかも「知識・教養磨き」や「自分探し」もで

を知った読書好きのインテリ層だと いう。

台は、あのバブル前夜の混とんとした日本の大

きる読書は、もってこいの大人のレジャーであ

新入会員紹介
事 業 所 名

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,591 件 ( 特別会員含む）

代 表 者

住

所

田村

瑞穂

野田 2−7−1

学校法人 弘前学院
㈱東横イン弘前駅前

阿保
冨増

邦弘
容子

稔町 13−1
駅前 1−1−1

青森縣護國神社

齋藤

毅

財団法人 愛成会
SPORTS BAR 7 NANA
㈲スクリュー
和食処 ふじや

三浦
杉本
溝江
藤田

昭子
智
剛
柾男

北園 1−6−2
本町 84 ニュー明治屋センター 2F
土手町 181−9
土手町 36−6 プラザシャルマン 2F

㈱コンシス

大浦

雅勝

駅前 3−12−24

ぱんちょす グループ
ワーナー・マイカル・
シネマズ弘前

小田桐
工藤

幸子

高崎 2−15−1

山本金魚店
嘉瀬建設

山本
嘉瀬

義輝
守夫

高崎 2−10−6
田町 2−5−4

社団法人

弘前市医師会

新入特別会員

事 業 所 名
成田基礎工業
青森アップルジュウス㈱
前号の
おさらい

誠

代 表 者
本間 裕治
葛西
務

青森県を本籍とする戦没者を奉齋し、神道の教理を広め、
儀式行事を行い、氏子、崇敬者の教化育成すること

下白銀町 1−3

桶屋町 5

営 業 内 容
検診・検査事業、看護師養成、居宅介護支援事業所、
地域産業保健センター、急患診療所
大学院、大学、高等学校、中学校
ビジネスホテル

グランドパレス 1F
さくら野シティ内

住
所
五所野沢 39−22
つがる市森田町山田千歳 9−3

医療保険業、精神科、神経科、診療内科、内科
飲食店
洋服小売
ランチ、季節の一品料理、コース料理、酒類
インターネットやWebを利用したビジネスの
コンサルティング、教育等

「割安感」のある「家庭内消費」向けの商品群
かも。「流行りモノ」は、いつの時代も経営成
功に欠かせない参考書や生きた教科書であるよ
うだ。

皆勤、精勤でご参加いただいた当所議員のご紹
介をいたします。
＜皆勤賞＞
鈴木順三常議員、石澤誠一郎常議員、張山國男
常議員、西谷洌常議員、奈良岡弘議員、平川秀

容

明議員、阿保鉄幸議員（以上７名）

住宅基礎工事
りんご加工

ご存知ですか？｜退職金の積立不足｜

◆退職金の積立不足は労働債務となって放っておくと経営を
圧迫する。
【生命保険会社の適格退職年金等を利用して
社外に積立てた場合の注意点】
積立期間40年、月額掛金6,000円、年5.5％で約1000万円。しかし
これが、利率が年0.75％に下がると約340万円しか積み立てられ
ず、約660万円が積立不足となる。
退職金積立不足の解消策として、現状出来うる範囲での対応を考
えてみたいと思います。
＜対応１＞積立不足を企業が穴埋めする
自社の退職金規定と、導入している退職金の「現時点での積立
不足」「将来予想される積立不足」を試算して、数年間かけて自
己資金で「穴埋め」する方法です。
○問題点
これは金額、期間にもよりますが、毎月かなりの負担増を覚悟
しなければなりません。
＜対応２＞退職金規定を変更する
現在規定で定めている支給額表を変更して、支給額を引き下げる
方法です。
○問題点
退職金規定の変更（引下げ）は、労働条件の不利益にあたるた
め、労働組合の合意（組合が無ければ労働者個々の同意）が必要
です。また、従業員の士気低下にもつながるため、慎重にすすめ

内

キーワードは、消費者の「知的欲求」を満たし

今年度のねぷたまつり期間中（１〜７日）、

映画館 マルチプレックス方式による映画、演劇、
音楽その他イベントの興行、飲食店・売店営業等
金魚販売
一般住宅建築業
業

こうしたトレンドから見えてくる不況脱出の

ねぷたまつり皆勤・精勤賞受賞者

飲食店

営

る。

＜精勤賞＞

その２

清藤哲夫副会頭、菊池清二副会頭、南直之進常

る必要があります。
※上記の対応と並行して、中小企業退職金共済や確定拠出年金
（企業型）など他の制度に移行する方法もありますが、加入要
件やコスト、手間の問題があります。
年功型退職金制度は、特に注意を！（社内、社外問わず）
【退職金算出方法の一例（基本給連動型）】
支給退職金＝退職時の基本給×勤続年数係数×退職事由別係数
これは、“年功型退職金制度”の典型であり、日本では最も多
く導入されている退職金制度の一つです。しかしこの考え方は、
高度成長期時代、いわゆる“右肩上がり”の時代にできた制度の
ため、将来の収益を確実に見込めない現代では、その運用に充分
注意を払わなければなりません。
中小零細企業でも、近年の景気低迷により、新入社員の採用が
抑制される一方で、正社員の勤続年数は長期化し、定年まで働き
続けるケースが多くなります。退職金制度の計算方法が基本給連
動型であれば勤続年数係数は勤続年数が長くなるに従い急激に大
きくなるため、支払う退職金の額も当然膨らんでしまうのは想像
に難くありません。
問題を先送りしても、この問題は消えてなくなりません。
まずは、現規約での退職金必要額の試算と、不足額の把握をする
ことが大事です。
さらに次号へ続く
〈総務財政課〉

議員、北村裕志常議員、工藤由蔵議員、葛西憲
次議員、小山悟議員、小笠原潤議員、築館正弘
議員、斎藤良雄議員（以上10名）
今年のねぷたまつり期間中の人出は158万人
と振るわず、昨年より11万人減となりました。
序盤の雨や低温、曜日の並びなどが影響したも
のと思われます。しかしながら、参加団体数は
過去最多の82団体。観衆は様々なねぷたを楽し
んでいました。

東北自動車道
インター乗降車数
乗り口

降り口

大鰐弘前 平成20年8月 61,756台 64,111台
料 金 所 平成21年8月 76,034台 76,862台
黒 石 平成20年8月 44,125台 44,619台
料 金 所 平成21年8月 53,655台 54,145台
〒036-8164

弘前市上鞘師町18-1

弘前商工会議所会館4F

33-5744
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前市内 でのお買い物を楽しみ

TODAY

弘前地域販売促進活動支援事業

弘

そうだんしょ

毎のお買い物で、１スタンプ押印します。合計６ス

販売促進イベントに取り組む市内各団体に、助成金

タンプ集めると、韓国旅行などが当たる抽選会に参

を交付しています。現在、実施中の助成イベントは

加できます。抽選会は、
９月26日、
27日開催の「西弘

以下の通りです。

夜店まつり」会場で行います!!

店舗で、1,000円以上のお買い物で、1スタンプ押印

！
なんでも相談会好評開催中！
開催しております。
法人設立や営業許可関係、各種契約に関する

９月26日、27日の両日、中三弘前店８階で開催

ビや旅行券ほか豪華賞品が当たる抽選会（10月31

される「デジタル家電とストーブ祭り」において、

日）に参加できます!!

ご成約されたお客様に対して、３万円以上で１回、
問合せ：駅前商店街振興組合
℡：32-1060

掲示の嶽きみ販売所などで1,000円のお買い上げ毎
に、抽選券を1枚差し上げます。大型テレビや米俵

にご利用ください。

などが当たる抽選会を、22日に岩木山観光物産案
内所前にて開催します。
問合せ：岩木山観光協会
℡：83-3000

制とさせていただきます。
＜今後の開催予定＞
９月16日㈬・10月21日㈬

屋台村「かだれ横丁」。１周年を記念して、「かだ
れ横丁」ほか近隣飲食店で使用できる、記念クーポ

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

かだれ横丁オープン１周年記念キャンペーン
９月でグランドオープン１周年を迎えた津軽弘前

11月18日㈬

石田隆章行政書士
（当所小規模企業振興委員）

新規学卒予定者対象求人票の早期提出を
平成22年３月学校卒業予定者を対象とする求
人の採用選考が開始となりました。新規学卒予
定者の採用を予定又は検討されている場合は、
優秀な人材を確保し、より一層の地元雇用の促
進を図るため、早期の求人票提出にご理解、ご

ン券3,000円分（500円×６枚綴り）を2,500円で販
しています!!
問合せ：津軽弘前屋台村㈱
℡：38-2256
西弘駅前スタンプラリー

Ｂ Ｃ Ｐ って、ご存知ですか？（事業継続計画）
！
を守る 顧客を守る！会社を守る！
従業員
一時は収束したかに見えた新型インフルエンザ。最近、

受付窓口

弘前公共職業安定所

として新型インフルエンザに対する対策を講じておく必要

求人企画部門（３番窓口）

があります。

人材バンク
希望職種

希望
月収

年齢 住所

1 建築現場 40 51 藤崎町
管理

職歴・経験等

学歴・免許・資格等

工事現場施工管理 高卒
2年
建築現場施工管理 2級建築施工
2年 管理技士

希望勤務地
時
間

県内
8:00〜
17:00

カメラマン 13年

弘前及び近郊
不 問

自動車タイヤ等

弘前及び近郊
不 問

カー用品卸営業 1年 高卒
5年 普通免許
バス運転士 11年 大型2種免許

弘前及び近郊
不 問

高卒
2 トラック 18 37 弘前市 プラスチック製造 4年
運転
配送
2年 普通免許
高卒
14年 普通免許

3

営

業

30 34 弘前市 営業、顧客管理

4

営

業

20 44 弘前市 業務食材卸

5

配

達

20 30 平川市 ステンレスの加工、 普通免許

6

営

業

14 30 藤崎町

コーヒー販売、接客 4年
ビデオ、CD等貸出し等 5年 高卒
商品補充、在庫管理、 普通免許
レジ
2年

7

警

備

15 32 弘前市

交通誘導
1年 高卒 普通免許 弘前市
大型免許
8:00〜
製造（プレス）9年
ホームヘルパー2級
17:00

倉庫作業

9年 高卒

組立

3年 簿記検定2級

弘前市
不 問

地元小売・サービス事業者等で構成さ

れる団体が取り組む販売促進事業で、今年度中に
実施するもの。
対象団体
①商店街振興組合や事業協同組合等の団体
②10者以上で構成され、且つその1/2以上が弘
前市に本店を置く事業者で構成された、これ
まで相応の活動実績を有する任意の団体
補助額

上限90万円（対象経費の90%補助）

詳細は下記までお問い合せください。
弘前地域販売促進活動支援事業実行委員会担当
＜まちそだて課＞

取引、他の企業との協力体制、事業再開のメド、復旧費用
等々…。
そこで、従業員・顧客・会社を守るためにＢＣＰ
（Business

Continuity

当所では、中小企業庁作成の冊子『ＢＣＰ策定のための
で差し上げております。ご希望の方はどうぞお申し出くだ

最新の情報を入手しましょう！

さい。

対策２

大流行に備えて、ＢＣＰ（事業継続計画）を策定

＜冊子の内容＞

対策３

Plan；事業継続計画）がぜひと

も必要なのです。

感染防止策を検討しましょう！

中小企業ＢＣＰ策定運用指針に基づき、中小企業がＢＣ
Ｐを策定する際に活用できるようにＢＣＰの概要や策定方

また、近年各地で台風や地震による被害が数多く見受

法等を整理しました。ある中小企業の社長が地震等に備え

けられます。事業者にとってそのような大災害に見舞われ

たＢＣＰを策定するまでのストーリーを例にＢＣＰ策定ま

た際に、事業を継続あるいは早期復旧できるような体制を

での流れをわかりやすく紹介しています。

作っておくことが緊急の課題となっております。
しかし、具体的にどのような事態が予想され、それに対
してどのような準備をすればよいのでしょうか。被災時の

詳しくは、こちらのＷＥＢサイトへ
◎中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/index.html
＜経営支援課＞

従業員の安否確認、事業復旧の生産に必要な原材料等の

お問い合わせは

中小企業相談所へ

弘前市
9:00〜
18:00

一般事務（事業運営、経理、 高卒
受付等）
8年
歯科助手
6年 普通免許
一般事務
1年 日商簿記3級

9

看

護

20 48 弘前市

眼科外来
3年 看護専門校卒 弘前市
普通免許
内科、外科病棟 10年 正看護師
不 問

10

製

造

13 23 弘前市 機械部品製造 3年 普通免許

※希望月収…本人希望によるものです。

対象事業

弘前、黒石
8:00〜
17:00

8 一般事務 14 36 弘前市

高卒

も継続して募集しております。

対策１

しましょう！
お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

当事業では、販売促進イベントを実施する団体

ヒント〜中小企業が緊急事態を生き抜くために〜』を無料
◆対策のポイントは３つ。◆

ください。

事業実施団体も募集中!!

９月27日までの期間中、西弘駅前商店街で500円

全国的に感染拡大の様相を呈してきました。今後、事業所

※詳しくは弘前公共職業安定所へお問い合わせ

問合せ：青森県電機商業組合弘前支部
℡：87-6145（コアニックス）

売!!発行予定枚数は1,500枚でかだれ横丁などで販売

協力をお願いします。

電話0172-38-8609（内線31）

は総額39万円の共通商品券などとなっています!!

９月17日から９月22日までの期間中、ポスター

しております。秘密は厳守いたします。お気軽

＜経営支援課＞

10万円以上で２回、抽選会に参加できます。景品

フルーツ合衆国もぎたてまつり

ことなど、色々なお悩みに対して相談をお受け

なお、お待ちいただくことの無いよう、予約

2009年度デジタル家電とストーブ祭り

します。10スタンプ集めて応募すると、液晶テレ

当所では、行政書士による定例相談会を毎月

開催日

問合せ：西弘商店街維持振興会
℡：33-2208（じゅんフォト）

10月23日までの期間中、駅前商店街などの参加

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

ましょう !!

今年度、弘前市は市民の皆様にとって「お得」な

駅ぶらラリーカード

問 い
合わせ

弘前市
不 問

３

年利２. １％（９月１日現在）

４

第 626 号

平成 21 年９月 15 日

弘前かいぎしょ TODAY

ファッション甲子園実行委員会

第２回ファッションセミナー
（ヘアメイク編）開催！

〜土俵白熱の「大相撲弘前場所」
〜

ファッションをトータル的に考える上で、ヘ
アメイクを知ることは大切なポイントです。ヘ
アをどうカタチ作り、メイクをどう合わせるの
か？スタイリング剤の使い方やアレンジのコ
ツ、服のイメージに合わせたメイクと色選びな
ど、毎日のおしゃれに役立つヒントを地元で活
躍するヘアアーチスト陣がデモンストレーショ
ンを交えて教えてくれます。
日

時：10月19日㈪

場

所：弘前商工会議所会館２階大ホール

定

員：120名（定員になり次第締切）

17:30〜19:30

聴講料：無料
講師等：青森県美容業生活衛生同業組合
弘前支部
協

力：資生堂プロフェッショナル㈱

申込先：当所ファッション甲子園実行委員会担
写真提供：陸奥新報社

当所が、弘前観光コンベンション協会、弘前

の福祉施設等34カ所から約450人を招待するこ

市物産協会、岩木町商工会、相馬村商工会とと

とができたほか、前日には岩木山、高見盛、安

もに実行委員会（会長：弘前商工会議所会頭）

美錦、若の里などの津軽出身の７人の力士の協

を組織しての福祉慈善事業「大相撲弘前場所」

力のもと、地域老人ホームや障害者施設など25

が、去る８月12日に青森県武道館で開催され、

カ所を慰問訪問、入園者の激励や記念写真撮影

相撲ファンなど約3,500人の観客が詰め掛け、

などの交流を深めることができました。

県出身力士や人気力士の白熱した取り組みに館

当（瓜田）へお電話にてお申し込み下さい。
＜まちそだて課＞

会員増強キャンペーン中です
ただいま、弘前商工会議所会員増強キャン
ペーンを実施中です。
当所では、事業資金や労務管理、税務申告な

幕の内の取り組みの前には主催者を代表して

ど、経営に関する様々なご相談をお受けするほ

実行委員会会長の新戸部会頭が挨拶に立ち、

か、福利厚生や各種共済制度についても取り

弘前場所には、東西横綱をはじめとする力士

「景気の低迷が続く中、市民を元気づけ、地域

扱っております。ご関心のある方がおられまし

や日本相撲協会関係者ら250人が参加、午前中

経済の活性化を図ろうと大相撲を企画した。多

たら、ぜひご紹介ください！職員がお伺いし

にはチビッ子力士や弘前実業高校相撲部の生

くの名力士を輩出したこの地で弘前場所を開催

て、詳しくご説明いたします。

徒に地元力士が稽古を付けたほか、取り組み以

できたことに感謝したい」と述べました。

内は歓声と拍手に包まれました。

外でも横綱白鵬の綱締め実演やユーモラスな

なお、このたびの弘前場所の必要経費を除く

しょっきり、相撲甚句の披露なども行われまし

収益金は、社会福祉団体や地域のまちづくりの

た。

ために活動している各団体等に寄付金として贈

また、福祉慈善事業の一環として、津軽地方

呈することができました。

第９回弘前商工会議所「街づくり大賞 」大募集！

当所主催イベントへの
ご協賛ありがとうございます。
このたび、当所実施のファッション甲子園
2009、2009津軽の食と産業まつり、The津軽三
味線2009にご協賛いただいた方、ならびに事業
所の皆様、ご協力ありがとうございました。

弘前商工会議所『街づくり大賞』は、弘前市

【協賛企業・個人協賛のご氏名】（順不同・敬称略）

において商工農業をはじめ、各界の分野での

あおもり信用金庫、
アール・エー・ビー開発㈱、

活動を通して地域の振興発展に寄与し、活力あ

アイエーネットワーク㈱、アクサ生命保険㈱弘

る街づくりに貢献された方々を独自に発掘・調

前営業所、油川社会保険労務士事務所、イマジ

査・顕彰して、その不断の努力と功績を称える

ン㈱、
ＮＴＴ東日本弘前支店、
小山せんべい店、

ために制定したものです。

㈱角長、㈱葛西金文字、弘南バス㈱、㈲工由工

今年で第９回目を迎えた『街づくり大賞』へ

務店、㈱サンワドー、㈱シバタ医理科、設計事

の多数のご応募・ご推薦をお待ちしておりま

務所エクラン、
つがる弘前農業協同組合、㈱中

す。

三弘前店、張山電氣㈱、弘前東栄ホテル、北星

※詳しくは折込みチラシをご覧ください。

交通㈱

商工会議所会館
貸会場を
ご利用ください！
詳しくは総務財政課まで

※８月31日現在

