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謹賀新年

年頭のご挨拶

ご 挨 拶

「明るい希望の持てる未来へ」
会頭

永澤

弘夫

弘前市長

葛西

憲之

がら、豊かな歴史と文化を未来に継承していく

平成24年の新年を迎え、弘前商工会議所

ことを誓い合いました。加えて、
「ファッション

会員の皆様に、謹んでお喜びを申し上げま

年頭にあたり、本年が東日本大震災からの本

甲子園事業」
「
、津軽の食と産業まつり」
「
、Ｔｈｅ

す。

格的な復興と日本経済再生に向けて、力強く前

津軽三味線」などのイベントも趣向を凝らして

昨年は弘前城築城400年祭や東北新幹線全

進する一年であることを心から祈念いたしま

開催したところ盛況の内に終了することがで

線開通効果により、観光関連産業のみなら

す。

き、第１１回目の街づくり大賞においては、弘前

ず、産業界全体の活性化につなげる好機の年

城築城４００年記念事業の一環として、本賞のほ

としてスタートしましたが、東日本大震災の

かに特別賞も設けたところであります。

発生により、消費の低迷やりんごの風評被

平成２４年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上
げます。

わが国経済は、震災の復興需要により回復基
調にあるものの超円高局面の継続やエネルギー
の供給制約など、わが国が再度持続的な成長路

その他、中期行動計画の１年目として、全要

線を歩むには中小企業や地域経済が活力を取り

望項目に対する回答をいただいての弘前市に対

戻すことが不可欠な状況となっております。

する建議活動の強化をはじめ、まちそだての推

景気状況は少しずつ回復しつつあります

害など地域経済にも大きな影響がありまし
た。

さて、早いもので会頭就任以来、丸一年が経

進としての農商工連携による「りんごゼロエミ

が、依然として地域経済の低迷が続いている

過いたしましが、この間、「地域を先導する弘

ッションプロジェクト」の推進や中心市街地の

中、市としましては「弘前市アクションプラ

前商工会議所」を目標に掲げ、新たに策定いた

活性化対策、中小企業支援としての地域密着型

ン」に基づき、商工業や観光産業の振興策は

しました中期行動計画に基づく諸事業を積極的

の経営相談の推進や「弘前短観」の内容充実な

もとより、各種施策をスピード感をもって着

に展開してきたところであります。

ど、迅速で的確な情報発信を行ってきました。

実に実行し、「子ども達の笑顔あふれる弘前

まずは、長年の懸案でありましたドテヒロの

あわせて各部会、青年部・女性会との一体的な

づくり」の実現に邁進してまいる所存であり

土地売却問題は、会員各位のご理解とご協力

取り組みによる幅広い活動の展開に努めるとと

ます。

をいただきながら、昨年６月に売買契約を締結

もに組織と財政基盤の強化策の検討を行ってき

し、１１月末日付で土地所有権の移転登記を完了

たところであります。

また、戦略的かつ持続的に事業展開を図っ
ていくためには、車の両輪の関係である経済

することができております。また、新年度から

以上申し述べましたとおり、新しい年におき

は函館商工会議所との交流推進に取り組み、相

ましても、地域経済を明るい希望の持てる未来

互訪問による「津軽海峡観光クラスター会議」

へ誘導していくため、「地域を先導する弘前商

貴会議所の皆様におかれましては、今後と

を組織しての広域連携による経済交流を推進し

工会議所」を目指して邁進していく所存であり

も、当市経済界のリーダー役として、地域経

ております。

ますので、会員各位の一層のご支援とご協力を

済活性化のため、ご尽力を賜りますようお願

賜わりますよう重ねてお願い申し上げます。

い申し上げます。

さらには、東北新幹線全線開業、昨年が弘前

界と行政が、より一層連携して事業展開をし
ていくべきであると考えております。

城築城４００年の記念すべき年にあたりましたこ

本年が皆様方にとりまして最良の年となりま

終わりに、弘前商工会議所並びに会員の皆

とから、昨年９月には地域経済３団体の主催に

すことを祈念申し上げ、新年のご挨拶といたし

様にとりまして、幸多き年となりますことを

より、津軽家の菩提寺である長勝寺において先

ます。

祈念申し上げまして、新春のご挨拶といたし

人感謝祭を挙行、先人達の苦労と功績を讃えな

ます。
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委
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委
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渡邉
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委

員

三浦
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委

員

小山

悟

【司会】三上委員はいかがでしょうか。

新年あけましておめでとうございます。
本日は「弘前観光の将来」と題して、弘前観
光コンベンション協会会長清藤哲夫氏、当所青
年部副会長對馬一博氏、女性会会長葛西キミヱ
氏をゲストにお招きし、弘前観光に関する様々
な事柄について大いに抱負を語っていただきま
す。

２０１１年を振り返って

ゲスト

清藤

哲夫氏
三上

貴生委員

【司会】はじめに、清藤会長にお伺いします。

った１年だったのではないかと思います。

昨年は弘前観光にとってどのような１年でした

【司会】さて、東北新幹線全線開業してから１

【三上】葛西会長がおっしゃったように、車両

か。

年が経過しました。

から降りるともう「地吹雪ツアー」のようにな

【清藤】昨年は弘前城築城400年祭があり、関

葛西会長、新青森駅を利用してみて、率直な

っているので、ホーム、待合室が一番の改善点

連イベントはおよそ200あったということで

ご感想はいかがでしょうか。

す。それらを通して、市民が改めて弘前の歴史

【葛西】新青森駅は待合室が狭く、冬場は寒い

高齢の方にとっては、荷物を両手に抱えて下

の深さ、文化性の高さを感じたことと思いま

というのが第一印象で、出張するときは飛行機

のホームまで階段を降りなければならないとい

す。弘前の魅力を再発見できた年になりました

を利用することが多くなっています。仙台あた

うのも大きな障害になっているのではないかと

ね。

りまでならバスで行きますし、開業前に考えて

思います。

いたより、新幹線を利用する機会は少ないです

【清藤】協会として、利用者の声は関係団体に

ね。

伝えていきます。

また、各イベントを通して県内外に弘前を
PRすることもできましたし、大きな成果があ

だと思います。
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２０１５年には函館開業となりますから、新青森

化に合わせて変えていかなくてはいけないと思

【清藤】とにかく皆さん公園へと向かいますか

が通過駅にならないよう知恵を出し、利便性向

っています。一例を申し上げると、ねぷた出場

ら、「臨時駐車場と私設の駐車場がここにあり

上のために行動していかなくてはなりません。

団体の間隔が間延びしてしまって、観光客が飽

ますので、入れて歩いてください」「公園まで

【司会】木村委員は航空運賃についてお話しし

きているという意見があったので、昨年はコン

行かないで、とにかく空いているところに入れ

たいことがあるそうですね。

パクトにまとめた「前夜祭」をやりました。ま

て降りて歩いてください」というチラシを、自

た、最終日の七日にはねぷたを燃やす「鎮魂ね

転車で配る活動はしています。

ぷた」もやりました。

駐車場の数を増やすなど、根本的な解決のた

そして、そういった試みが、観光、そして市

め努力していかなければならないと思います

民にとってプラスになるのかマイナスになるの

が、あれだけの数が一気に入ってくるというこ

かを検証していかなくてはなりません。

とになると、予想はしながらも、毎年対応には

【司会】イベントには、青年部に協力要請があ

苦慮しております。

るものも多いと思いますが、昨年を振り返って
みて對馬副会長、いかがでしたか。
木村

一方で皆さん、昨年の土手町の賑わいを見ま
したか。歩道が歩けなくなる程の人が出まし
た。公園へ向かうということだけでみると、確

和生委員

かにご不便をおかけしているのですが、見方を

【木村】私はこの１年間、県外の友人、知人に

変えると、弘前の街を歩いてくれることになる

「ぜひ一度青森に来てほしい」と、個人的にPR

わけですから、いいお土産があれば買って帰ろ

していました。

う、ついでに食事をし、喫茶店で飲物でも、と

皆さん仕事があるので時間的な制約がありま

いうことになるでしょうから、弘前の街からみ

すし、まして遠方から来るとなると、飛行機

ると、経済活動につながるという側面もあると

を利用することが多くなるのですが、料金の話

思っています。

になったときに、「その値段だったら札幌へ行

ゲスト

く」とか、「九州へ行く」などと言われてしま
います。
「十分魅力があるので行ってみたい」と言っ
てはくれるのですが、ただでさえ首都圏からの
アクセスが良くないのに、大きな値段の違いも

對馬

一博氏

市民参加型ということもあり、意見をお持ちの

【對馬】青年部では、毎年いろいろなイベント

方が多いようです。そのあたり小山委員はいか

をお手伝いさせていただいています。昨年は、

がでしょうか。

ほぼ毎週と言っていい程でした。
その中で私が感じているのは、ボランティア

あると二の足を踏む方が多いようです。

のありかたをもっと考えなくてはならないとい

【清藤】飛行機は今、機体が小さくなっていつ

うことです。商工会議所青年部は「やってあげ

も満席ですね。以前は座席数が多く、席が選べ

ている」、お客さんは「やってもらって当然」

たのですが、今は選ぶどころか、極端に言うと

とならないよう、もっと市民を巻き込んで一緒

団体が入ろうものなら全く乗れないという状況

にイベントを作り上げ、我々がサポートすると

になっているようです。

いうシステムに変えていきたいと思っていま

できれば２つの航空会社に乗り入れてもらっ

【司会】４大まつりの中では、ねぷたまつりが

す。

小山

悟委員

て、競争していただけると非常にありがたい。

また、現場で動いている人達の意見を吸い上

ANAが意欲を示している時期もありましたの

げて、フィードバックさせるような体制も必要

【小山】今の運行は、土手町コースが４日間、

で、こちらも関係団体に対する要望活動をして

だと思っています。

駅前コースが２日間ですが、３日間ずつにでき

いきたいと思っています。

【司会】渡邉委員はまつり期間の駐車場や道路

ないかと思っています。

４大まつりのこれから

の混雑についてご意見がおありのようですね。

賛否両論あるとは思いますが、駅前コースの
方が観光客も見に来やすいですから、２日間で

【司会】次に、弘前の４大まつり（春のさくら

はもの足りないのかなと感じています。

まつり、夏のねぷたまつり、秋の菊と紅葉まつ

【清藤】運行コースについては、作る側、見る

り、冬の雪燈籠まつり）に関してお話を伺いた

側、主催者側など、それぞれの立場で考え方が

いと思います。

違ってきます。

観光コンベンション協会では、通年観光をど

弘前ねぷたは、リーダーが若い人や子供たち

のようにとらえ、運営しているのでしょうか。

を指導しながら町内単位で作って、「自分たち

【清藤】かつては、とにかく４つのまつりに観

のねぷたを見てください」というまつりですか

光客を呼ぼうと頑張っていました。今は、津軽

渡邉

は４つの季節がはっきりしているので、まず

昭治委員

ら、極端に言うと、観光客が来ても来なくても
関係ないのだという考え方もあります。これも

「通年観光」、それに近隣市町村と連携しての

【渡邉】さくらまつり期間が一番ひどいと思う

コミュニティを大事にしている弘前ねぷたらし

「広域観光」、この２つを柱にしております。

のですが、とにかく城の周りが渋滞していて、

い考え方の１つだと思います。

４大まつりはその切り口と考えていますの

駐車場が無い。観光客が混雑のイメージを持っ

また、制限のある狭いところを運行し、１つ

で、広い視点でとらえていただいて、１年を通

てお帰りになると、リピーターにもなりづらい

の笛で誘導する技術を、弘前は今までずっと伝

して津軽全域に観光客が訪れ、経済的に潤う仕

のではないでしょうか。

えてきていて、それを見るのも市民の楽しみに

組みを作っていきたいです。

【司会】このあたりは清藤会長、どのようにお

なっています。駅前コースを増やすと、どうし

考えでしょうか。

ても大型化してしまうでしょう。狭いところで

具体的なまつりの運営については、環境の変

4
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「やあ、どうも」というやりとりがあるのが、

政と民間が一緒になって取り組んでいる印象が

機会を作り、感じたことを次に生かす体制がで

弘前ねぷたらしさだと思うのです。

あります。大きな経済効果を上げるためには、

きるようにしたいです。

そういう意味では大きなフェスティバルには
したくないという思いが私にはあります。

官民一体となることが不可欠だと思います。
その点で、葛西憲之弘前市長は「行政と経済

弘前の「食」の魅力

【司会】毎年ねぷたを出しているという三上委

界は車の両輪」とおっしゃってくれているの

【司会】観光と切り離せないものとして「食」

員、作り手側から見ていかがでしょう。

で、いい方向に向かっていくだろうと期待して

があると思うのですが、斎藤委員、ご意見はあ

【三上】私のところでは、毎年小型ねぷたを出

います。

りますか。

しています。駅前コースを多くすればいいとい

【司会】４大まつり以外のイベントについて、

う意見は私もよく耳にしますが、小型ねぷたが

三浦委員から質問があるようですね。

駅前コースを運行しても、道が広くて埋没して
しまう。出ている側からすると、道が狭い方が
運行を楽しめますね。
それから、今、五所川原はカラス族（まつり
で傍若無人な振る舞いをする者達）の問題で困
っているということを聞きました。弘前で暴力
沙汰を起こすカラス族がいないのは、地域のリ

斎藤

ーダーがいて、町内会単位でまとまって、若い
人もお年寄りも和気あいあいとやりながらも、

三浦

「楽しむための最低限のルール」のようなもの

利吏委員

良雄委員

【斎藤】アップルパイはかなり知名度があがっ
てきているように感じますが、どのような活動

が伝えられているからだと思います。

【三浦】青年部の「古都ひろさき花火の集い」

をしているのですか。

【司会】阿保委員はまつりの経済効果について

を始めて数年経ったと思うのですが、今後の展

【清藤】ジャンボ・アップルパイでギネスに挑

お話があるそうですね。

開について、市民向けの花火にするのか、観光

戦、ということで、県内外で積極的に活動して

目的まで持っていくのか、その方向性をお伺い

いて、最近有名になってきましたね。反応が非

したいと思います。

常にいいです。

阿保

秀樹委員

【阿保】経済効果という面から見て、昔ながら

【對馬】佐藤浩之代表がとても一生懸命で、自

弘前商工会議所でも、市内のお店で売ってい

ら花火師の資格を取り、本番の何日も前からキ

るアップルパイを紹介する「弘前アップルパイ

ャンピングカーで泊まり込みをしています。毎

ガイドマップ」をつくりました。また、何店舗

年、私たちも情熱を分けてもらいながらお手伝

かのアップルパイを一口サイズで、一皿にして

いさせていただいていて、観光客も増えてきて

提供する「アップルパイ食べ比べカフェ」も大

います。

好評ですし、我々市民も食べる機会がどんどん

これも先程申し上げたように、もっと市民の

増えてきています。これは、地産地消という面

ボランティアに協力していただく形にできない

から見ても大歓迎すべきことですし、これから

ものかと思っております。

のやりようによっては、更に伸びる分野なのか

のまつりのやり方が本当に適正かどうかを、清

お手伝いしていて一番多いのが、公的なイベ

なと思っています。

藤会長が先程おっしゃったように、検証してい

ントと勘違いされているのか、「税金を払って

しかし、各地でひっぱりだこになっているジ

ただきたい。

いるのだから」というような怒られ方をする

ャンボ・アップルパイも、手弁当でやっている

今までの経過や実績は認めながら、新たなる

のです。説明してもなかなか聞いてもらえませ

部分が非常に大きいので、バックアップしてい

顧客をつくりだし、街が潤うような仕組み作り

んし、イベント慣れしていないスタッフの中に

く体制が必要なのかなと感じています。對馬副

を進めていかないと、ねぷたによる経済効果が

は、売り言葉に買い言葉のような感じになって

会長からお話があったように、あまりにも一部

伸び悩むのかなと心配しています。

しまっている人もいます。

の人たちのボランティアに甘えているところが

【司会】葛西会長、女性会の全国大会でいろい

市民のボランティアがもっと入っていくこと

ろな街を訪れると思うのですが、弘前より人口

で、自分たちでやっているという意識が芽生え

【司会】最近、弘前を代表するB級グルメとし

が多く、経済規模が大きいところへ行った時に

てくるのではないでしょうか。イベントを手伝

て「イガメンチ」が出てきておりますが、葛西

感じることなどはありますか。

っていただいた方には、違うイベントの無料券

会長、弘前の家庭の味として、他に候補になり

をお渡しするとか、なにか目に見える形がある

そうなものはありますか。

と、ボランティアの数を増やしていくことも現

【葛西】農家のお母さんたちがよく作っている

実的になるのではないかと思っています。

と思うのですが、油揚げ餅というのはどうでし

また、我々青年部もイベントのお手伝いは毎

ょうか。ご飯に砂糖と胡麻を入れて、フライパ

年交代制でやっていくことが必要だと感じてい

ンで焼くもので、私の孫たちも喜んで食べてい

ます。

ます。

同じイベントに毎年出て、お客さんの立場に
なったことがないので、気付かないところがた
ゲスト

葛西キミヱ氏

あるので、そこは改善していきたいです。

くさんあるのです。私自身、他地域に出かけて
イベントを客観的に見て、良い点や悪い点がよ

（一同、イガメンチよりおふくろの味の油揚げ
餅の方がうまい！と笑いあり）

函館との連携

【葛西】「この街は元気があるな」と感じると

くわかったという経験もありましたので、ぜひ

【司会】次に、弘前と函館の連携についてお聞

ころは、イベントにしろ、街づくりにしろ、行

他のメンバーにも外からイベントを見てもらう

きしたいのですが、これは平成２７年の北海道新

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
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新春特別企画座談会
幹線開業に向けての１つの布石なのでしょう
か？
これまでも青森市と函館市が“青函圏”とし
て交流をすすめてきたと思うのですが、なぜ今
弘前なのか、清藤会長のほうから一言お願いし
ます。
【清藤】観光コンベンション協会としては、以
前から広域観光を重視しており、南は秋田県の
大館、小坂町と連携してきた経緯があります。
津軽広域に秋田県北、これに北海道南を考え
ていた昨年の２月頃、ちょうど良いタイミング
でみちのく銀行の杉本頭取から函館との交流
の話をいただき、「津軽海峡観光クラスター会

はこだてクリスマスファンタジー『ひろさきナイト』で挨拶を述べる永澤会頭

議」というものを立ち上げていただきました。
これをきっかけに、例えば「ひろさきバル」
に、バル発祥の地である函館から、ツアーを組
んで観光関係者に参加していただいたり、函館
商工会議所の議員団に、弘前の観光と中心商店
街の視察に来ていただいたりして、動きがだん
だん見えてきたのです。さらに９月には両市の
市長も経済交流を官民一体で進めることで合意
しました。
これにマスコミの方々が目を付け、「弘前の
エネルギーはすごい」ということで、大々的に
報道していただくようになりました。１２月１７日
に函館で開催した、はこだてクリスマスファン
タジー『ひろさきナイト』では、会場に２,０００

会場には2,000人以上が集まりました

人以上の函館市民と観光客が集まり、両市の連

いる。これに対して弘前は、年間約750万人の

台に見立てた観光コンセプト。背景が白神山

もちろん、青森と函館の関係は知っていまし

観光客に対してたったの6.9％です。統計数の

地、大道具が４大まつりやりんご園、小道具が

たが、特別意識することはありません。我々の

取り方の問題もあると思いますが、ほぼ１０分の

津軽塗やこぎん刺し、音響がねぷたの笛やお山

エネルギーがゆくゆくは津軽全体を巻き込んで

１です。

参詣の囃子のように見立てる）を推進していま

携をアピールできました。

いくでしょう。新たな流れの中で青森市をはじ

分母にあたる入込数が本当なのかも検証しな

す。観光客が劇場を訪れる観客で、演者は我々

めとした県内各地域との連携は必ず必要になり

ければいけないですが、とにかく函館から学ぶ

市民です。このことをしっかり意識して、さら

ます。弘前にも青森にも悪く作用することはな

ことはたくさんあります。

に若い人のアイデアを加えて実行に移していく
ことができれば、弘前観光はますます発展して

いのです。
もう１つ、函館との連携の狙いのひとつに、

※「津軽海峡観光クラスター会議」

外国人観光客のインバウンドがあります。函館

平成２７年度の北海道新幹線開業を見据え、

空港は国の直轄空港で、国際チャーター便が年

観光を核とした地域経済の活性化を実現する

間約230便（平成22年度）就航しているのです

ため、函館商工会議所と弘前商工会議所、み

が、全部北海道内で完結している。

ちのく銀行が設立。観光資源に恵まれた函館

これをなんとか世界一の海底トンネルを通っ

市と弘前市がぶどうの房のごとくクラスター

て弘前に来ませんか、というお誘いをしたい。

（集合体）を構成して連携・協力することで

台湾の方は雪にものすごく魅力を感じています

他県にはない質の高い観光を創出し、津軽海

から、スキーや温泉これに食や弘前城、白神山

峡経済圏の産業振興のけん引役を目指す。

いくのではないでしょうか。

工藤

地などのメニューを加えてどんどん提案したい
です。

武重委員長（司会）

【司会】それでは清藤会長から、年頭にあたっ
ての抱負をお聞かせ願いたいと思います。

【司会】「弘前観光の将来」と題し、お話を伺

ンバウンドではトップクラスの実績を持つてお

【清藤】観光とは、文字どおり「光を観る」こ

って参りました。四季を通じた通年観光に加

り、学ぶところもたくさんあります。特に台湾

とだと言われます。そして、「光を観る」とは

え、弘前を中心とする広域観光を推進してい

には“観光”の太いパイプを持っており、実は

「歴史を観る、文化を観る、人を観る」この３

き、海を越えた函館との連携もさらに強いもの

あまり報道されていませんが、１２月初旬に函館

つだ、とある人に言われました。弘前にはその

にしていきたいですね。

市のパイプを紹介していただくために、弘前の

「観る」に値するものがたくさんあると思って

観光関係者が台湾に同行しています。

います。

函館は、国内を見回しても地方都市の中でイ

また、函館には年間約460万人の観光客が来

観光コンベンション協会では、市・会議所・

ているというのです。その中で63％が宿泊して

物産協会と一緒に「弘前感交劇場」（弘前を舞

そして今日の提案や意見を活かして、「青森
県に行くならまず弘前に」となれば素晴らしい
ことだと思います。本日はありがとうございま
した。
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弘前市に対する重点要望事項を提出

平成24年１月15日

弘前かいぎしょ TODAY

魂の音、体感！

「The津軽三味線2011」大盛況！

30項目の要望を提出しました
当所では、去る12月６日開催の常議員会にお
いて平成24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30項目を機関決定し、
12月13日には正副会頭が弘前市役所を訪ね、葛
西憲之市長並びに田中元市議会議長に建議書を
提出いたしました。
今回の要望では、当所が函館との連携に取り
組んでいる「津軽海峡観光クラスター会議」へ
の一体的な支援をはじめ、中小企業の育成と振
興を図るための各種融資制度による支援の拡充
強化、農商工連携による高付加価値化と６次産

「The津軽三味線2011」が12月10日、弘前市
民会館で開催されました。

と当所が推進する「津軽海峡観光クラスター会
議」
によりＪＲ東日本、
ＪＲ北海道のご協力のも

業化への支援、弘前市中心市街地活性化協議会

「魂の音、体感！津軽三味線300人大合奏」

と約800名の県外からの来場者がありました。

の運営並びにジョッパルの再生を目指して設立

をテーマに民謡や手踊り等も織り込みながら繰

また「東日本大震災復興支援事業」では当所

された新会社マイタウン弘前に対する支援、雇

り広げられ、本場ならではの迫力と感動を体験

青年部がかねてより交流のある気仙沼商工会議

用と人材育成に資する「ひろさき実践型ジョブ

できる津軽三味線の魅力満載のステージとなり

所青年部との連携により、被災された方々をご

トレーニング事業」の継続実施など新規１３件を

ました。

招待し、ご観覧いただきました。

含む内容となっており、今回の要望事項につい

「弘前城築城400年記念事業」として葛西憲之

昼の部、夜の部ともに満席となった会場は盛

ては、弘前市に対して２月末日までの回答を求

弘前市長とたか丸くんによる弘前市のＰＲや

況裡に終始し、来場者は満足そうに会場を後に

めております。
永澤会頭から要望事項を受け取った葛西市長

＜情報調査課＞

「東北新幹線新青森駅開業１周年キャンペーン」 していました。

は、「経済界と行政は車の両輪なので、より一

日本政策金融公庫弘前支店国民生活事業からのお知らせ

層連携していきたい。現在、新年度の予算編成

設備資金貸付率特例制度が創設されました！

に取り掛かっているところなので配慮していき
たい」と述べました。
なお、今回の要望項目については、紙面の都
合上２月号に掲載いたします。

平成23年度第3次補正予算成立に伴い、設備
投資の促進を図るため、貸付日から当初2年間

率を最大0.5％引き下げます。
受験シーズン、進学シーズンになりました！
「国の教育ローン」は固定金利で
長期の返済が可能です！

の利率を0.5％引き下げる「設備資金貸付利率
特例制度」が創設されました。設備投資をお考
えの方は、この機会にお申し込みをご検討くだ
さい。

学校納付金（入学金、授業料など）、入在学

平成24年3月31日まで！
震災の影響により、売上等が減少している方
など（風評被害による影響を含む）を対象に利
お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎38─8609）

人材バンク
希望職種

希望
月収

住所

職歴・経験等
調理

1 栄 養 士 11 弘前市 調剤事務
造 17 弘前市

3 サービス

業

学歴・免許・資格等

高卒
15年
栄養士
7年 普通運転免許

大卒
配電盤の積算、組立 普通運転免許
1年6ケ月 工事担当者デジタル
３種

接客（ホテルフロント）高卒
20 弘前市
24年 普通運転免許

4 看 護 師 14 平川市 看護師

5 営

高卒
看護学（３年）卒
39年 普通運転免許
看護師免許

中古車販売、レンタ
カー営業
5年
18 弘前市 通信機器販売 21年
製造
4年

希望勤務地
時
間

高卒

タクシー運転手 4年
りんごの選果運搬

送 16 弘前市 （フォークリフト）

8年

整
8 （重

高卒

専門学（２年）卒

普通運転免許

普通２種

大型２輪
フォークリフト

弘前市及び
近
郊
不 問
弘前市内
9:00〜
17:00

弘前市及び
18:00

津軽地方
不 問

重機オペレーター、 高卒 普通運転免許 車輛系 弘前市及び
（整地・運搬） 溶接 自動車
備
近
郊
修理
13年
20
平川市
整備３級 ボイラー技士
機）
ボイラー整備 3年 ２級管工事施工管理技士

生活支援
9 相 談 員 10 弘前市 支援相談員
10 印 刷 工

印刷
12 弘前市 部品の検査

短大卒
普通運転免許
14年 社会福祉士
介護支援専門員
高卒

5年
普通運転免許
4年 中型２輪

15年以内（交通遺児家庭または母子家庭の方
については18年以内）

まれます。）

経理事務、窓口業務、 普通自動二輪 貸金業務取 近
郊
9年 扱主任者 日商簿記２級
8:00〜
情報処理システム２級

民年金保険料など
○ご返済期間

弘 前 市

中古自動車査定士

普通運転免許

書代、パソコン購入費、通学費用、学生の国

○元金措置期間

普通運転免許

大型一

のための住居費用（敷金、家賃など）、教科

弘前市内、
平 川 市

弘前市及び
近
郊
レンタカー取扱者資格
不 問
小型（3㌧）建設機械運転資格
高卒

6 経理事務 15 弘前市 接客
7 運

学生・生徒お一人につき300万円以内
○お使いみち

東日本大震災復興特別貸付の取扱期限は

2 製

○ご融資額

弘前市及び
近
郊
不 問
弘前市及び
近
郊
不 問

在学期間内（元金措置期間はご返済期間に含
○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）
○利率
年2.55％（母子家庭2.15％）
（利率は平成23年12月9日現在）
公庫の窓口営業時間が延長になります
24年1月から窓口の営業終了時刻が午後5時
に延長になります。
＜お問い合わせ先＞
日本政策金融公庫 弘前支店 国民生活事業
〒036-8354

弘前市上鞘師町18-1
（弘前商工会議所1Ｆ）

ＴＥＬ：0172-36-6303
担当

ＦＡＸ：0172-33-3903

柳田、大谷
（おおたに）、狩野
（かりの）、
青木

