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年頭のご挨拶

ご 挨 拶

「新しい時代に向かって邁進」
弘前市長
会頭

清藤

哲夫

櫻田

宏

はじめ、地域の大学との連携による学生や就職

平成３１年の新春を迎え、弘前商工会議所会

担当教官との懇談会や地域の将来を担う人材の

員の皆様には、お健やかに新年を迎えられたこ

昨年のわが国経済は、依然として個人消費に

育成に資するための経営塾の開催、少子化対策

ととお喜び申し上げます。

力強さを欠くものの、景気が緩やかな拡大傾向

としての企業主導型婚活事業を継続実施いたし

昨年は「弘前さくらまつり１００周年」とい

を続ける中で、もはやデフレではない状況に達

てまいります。さらには、地域資源の活用とし

う記念の年として、１００年の歴史を振り返り、

しておりますが、引き続き地方経済においては

て、引き続き、弘前ブランドセンターの確立を

１００年先に思いを馳せた年となったのではな

厳しい状況が続いたところであります。

めざしてまいります。

いかと感じております。

平成３１年の輝かしい新春を迎え、謹んで
お慶び申し上げます。

さて、早いもので会頭就任から２年余りが経

新しい年におきましても、部会・委員会はじ

本年は弘前市が誕生して１３０周年を迎える

過いたしましたが、この間わたくしは、「開か

め青年部・女性会の更なる活発化により、喫緊

年であります。平成という時代から新しい元号

れた商工会議所」
、
「会員のための商工会議所」
、 の課題解決と地域経済の早期回復に向けて各種

に変わる年でもあり、先人が築き上げてきた

「地域のための商工会議所」を基本目標として、 事業を積極的に展開してまいります。

「弘前」にさらに磨きをかけ、次の時代に胸を

部会・委員会活動を中心とした会員による会員

特に今年は、弘前市が誕生して１３０周年を

張って引き継いでいく、新しい「弘前」づくり

のための会議所運営を目指して各種事業に取り

迎える記念すべき年にあたり、昨年１００周年

組んでまいりました。

を迎えた弘前さくらまつりも来年の１００回目

市政運営の基本となる、現在策定中の新しい

会議所活動の根幹であります建議活動につき

に向けてさらなる盛り上がりが期待されるとこ

総合計画は、「弘前市協働によるまちづくり基

ましては、昨年も弘前市の予算編成時期にあわ

ろであります。また、今春には天皇陛下がご譲

本条例」に基づき、企業や市民、大学、行政な

せて、より効果的な要望となるよう最重点要望

位され、「平成」が終わり新しい時代の幕開け

どが一丸となって、地域を担う人材や新しい魅

事項を柱として実施いたしました。

となります。

力、地域コミュニティなど、新たな「ひと・も

が始まります。

また、職員が会員事業所に足を運んでの御用

当商工会議所といたしましても、今こそ商工

の・こと」を創り出し、美しい自然と風格のあ

聞き活動では、会員企業を訪問しながら、生の

会議所活動の原点に立ちかえり、弘前市を中心

る歴史や文化とともに、次の世代へつなぐため

声をお聞きするとともに経営上の課題に対する

とする津軽地域の発展と各地域企業の発展の礎

の道しるべとなるものであります。新しい総合

相談や情報の提供を行っておりますが、引き続

となるよう、今後とも弘前市、弘前観光コンベ

計画のもと、子どもたちの笑い声とそれを取り

き、各種補助金や助成制度の活用など、提案型

ンション協会、弘前市物産協会をはじめ関係機

巻く大人たちの優しいまなざしの中で、ここに

の御用聞き活動を実施してまいります。あわせ

関との連携を密にしながら、地域総合経済団体

暮らしていて良かったと感じられるようなまち

て、短命県返上に向けた会員企業の健康経営に

として新しい時代に向かって邁進していく所存

「弘前」の実現に向けて、一つひとつの課題に

資する啓発活動として、血圧計の導入支援をは

でありますので、皆様方の一層のご支援とご協

真摯に向き合い、取り組んでまいりますので、

じめ、セミナーの開催や取り組み事例の紹介な

力を賜わりますよう重ねてお願い申し上げます。 皆様のより一層のご支援とご協力をお願い申し

どを実施しており、引き続き会員企業の健康宣
言の推進を図ってまいります。
加えて、人口減少社会が進展するなか、若者
の地元定着としてのインターンシップの推進を

本年が皆様方にとりまして最良の年となりま
すことを祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたし
ます。

上げます。
結びに、本年が皆様にとりまして希望に満ち
たすばらしい年となりますことを心からお祈り
申し上げまして、新年のあいさつといたします。
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総務企画委員会

委員長

鈴木

順三

新年明けましておめでとうございます。
会員諸兄並びにその関係者の皆様には、新しい
年を希望に満ちてお迎えのことと心よりお慶び申
し上げます。
本年は、統一地方選挙、参議院議員選挙並びに
５月の天皇の即位に伴う新元号の制定や１０月の消
費税率のアップという事項が予定されています。
当弘前商工会議所においても、３年に１度の「議員改選」の年であり、
１１月１日に新しい議員が確定します。
そういう意味においては、本年は、商工業者の集まりである商工会
議所にとっては非常に重要な年であると共にしっかりとした組織運営
が求められています。
総務企画委員会では、
『弘前商工会議所定款』をはじめとする諸規程
に則った運営ができるように、黒子に徹した活動を展開する所存です。
その為にも関係者の皆様のご協力を心よりお願い申し上げる次第です。
最後に、本年が皆様にとって大いなる飛躍の年になります事をご祈
念申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

会員サービス委員会

委員長

下山

清司

新年明けましておめでとうございます。
会員サービス委員会では任期が始まってから２
年間、職員が会員企業を訪問して直接お話を伺う
「御用聞き事業」と、健康を重要な経営資源と経
営者に認識していただき、社員の健康増進に取り
組む経営をお勧めする「健康経営・健康宣言の推進」
を２本の柱として活動してまいりました。
御用聞き事業ではこれまで９００余りの会員企業を訪れ、経営相談や
情報提供を行い、交流が乏しかった会員さんとも、顔の見えるお付き
合いができるようになってきました。
健康に関する啓発活動については、血圧計の導入補助に多数の申込
をいただいた他、健康宣言を行った会員企業数も約１００社となり、健
康意識の高まりを感じております。
今年の健康経営の取り組みの中には、政府が強く推進する働き方改
革の実現についても取り入れようと考えております。会員の皆様の声
に耳を傾け、更なる会員サービスの向上に努めてまいりますので、皆
様のご協力をお願い申し上げます。

産業振興委員会

委員長

倉田

昌直

新年明けましておめでとうございます。
産業振興委員会では、これまで会頭方針を受
け、所管事業である地域資源の掘り起こし・弘前
ブランド推進にむけて事業を進めてまいりました。
その中では、弘前の地域資源を活用し全国に流通
する商品を開発し、２社が全国流通への可能性を
拡げるという結果になりました。
また、もう一つの所管事業である「弘前ブランドセンターの確立」
については、全国的に導入が進んでいる日本版ＤＭＯが「弘前ブラン
ドセンター」構想を担う機能があると考え、弘前市が本年３月までに
津軽広域ＤＭＯとしての立ち上げを目指していることから、当委員会
としても、
「弘前と言えば○○」と言われるようなブランディング、
マーケティングができるような機関になるよう、弘前市をはじめ関係
諸団体とも協力しながら本ＤＭＯ実現に向けた委員会活動に尽力して
参る所存でありますので、本年も会員各位のお力添えをいただきます
ようお願いいたします。

観光振興委員会

委員長

南

直之進

新年明けましておめでとうございます。
当委員会は、これまで１７回の委員会を開催し、
観光地域活性化に関することを主な所管事項とし
て進め、一昨年１２月に「イベント全般の効果測定」
について会頭へ答申を行ったほか、
「弘前観桜会
１００周年事業」に対しては、１００年目、１００周年の
節目を盛り上げるべく、観光振興の観点から委員の
皆様と考察を重ね、ミスさくらコスチュームデザイ
ン、ピンバッジ製作、記念パレード、園内プレミアムチケット、グル
メクーポン等、様々な事業に対する意見、アイデアが出されました。
特に、昨年の開会式を大いに盛りあげた弘前地域初のブルーインパ
ルス祝賀飛行は、委員からの提案がきっかけとなって実現したもので
あります。当初は、私はじめ委員全員が、無理だろうと思っていまし
たが、関係各位のご尽力により実現出来ました事は、やはり「どんな
事でも声に出してみれば叶う」という事の実例だと思います。
今年は、
「弘前公園の桜」愛称公募事業をはじめ、２０２０年の１００
回目の「さくらまつり」に向けた事業提案や、その他所管事項を通し
て、弘前の観光振興に委員一丸となって努めてまいりますので、よろ
しくお願いいたします。

未来創生委員会

委員長

藤崎

和夫

新年明けましておめでとうございます。
新しく未来創生委員会の委員長を務めることに
なりました、藤崎和夫です。
清藤会頭就任に伴い、平成２８年度より新たに発
足された当委員会ですが、主に地域の未来を見据
えた事業を展開すべく議論を重ねてまいりました。
具体的な取り組みとして、まず、弘前商工会議所
が取り組むべき未来創生ビジョンを作成いたしました。勉強会や委員
同士での意見交換を重ね、おかげさまで昨年７月に開催された常議員
会での提出及び報告をもちまして承認され、事業は完了いたしました。
このビジョンのもと、人口減少対策として企業主導型婚活事業「出逢
いのプロムナード」を現在までに３度企画・運営し、カップリング率
も平均３０％という実績を残しております。
今年の抱負といたしましては、これまで副委員長として委員会活動
に臨んでまいりましたが、今後は新委員長として、前委員長の思いを
受け継ぎながら委員の方々と協力し、今後の委員会活動に精進してい
く所存でございます。

人財育成委員会

委員長

山口

道子

新年明けましておめでとうございます。
人財育成委員長を拝命し、２年が経過いたしました。
その間、多くの方々のご協力を頂きましたことに
感謝申し上げます。特に当委員の皆様にはたくさ
んのフォローや励ましを頂き、重ねて感謝申し上
げます。
「未来弘前を担う人財の育成」～こころ豊
かな経営者（リーダー）を育てる～を目標に掲げ
スタートをいたしましたが、如何せん何もかもが初めての事でした。
月１回の委員会は２４回を終え、経営塾は６回開催いたしました。イン
ターンシップを定着させ、少しでも人口流出を留められないものかを
話し合い、まずは市内の６つの大学に受入事業所情報提供を行い、学
生の皆様や各大学の就職活動担当教官との意見交換会を開催しました。
今後も引き続き各種事業を実施していく予定です。弘前大学の授業や
人財育成に関する様々なセミナーにも委員の皆さんと共に参加してま
いりましたが難しさを痛感するばかりです。残り１年弱、土台となる
べき何かを残せるよう努力をいたす所存でございます。何卒、経営者
の皆様のご協力とご理解をお願い申し上げます。
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弘果弘前中央青果㈱

㈱ムジコ・クリエイト
代表取締役社長

新戸部

洋輔

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
受講期間

住所

免許・資格・
希望月収（万）
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等

１

普通自動車免許
パソコン
７
日商簿記３級
一般事務
基礎科② 弘前市 ワード・エクセル３級
（パート）

２４年６ヶ月
４ヶ月
弘前市内
パワーポイント初級
診療報酬請求事務（医科）

２

普通自動車免許
保育士
パソコン
幼稚園教諭２級
基礎科① 弘前市
ヘルパー２級
３ヶ月
司書資格
ワード３級

３

普通自動車免許
パソコン
７
コンピュータサービ 金融事務
（パート）
基礎科① 弘前市 ス技能評価試験
９年９か月
ワープロ部門３級 
３ヶ月
弘前市内
表計算部門 ３級

保育士

９年

１５
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。

お気軽に相談を！
！
『まちのよろず支援』
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 ２月１３日㈬・３月１３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＞

「 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じてくれない。
○発注元からのキャンセルを理由に一方的に返品された。
など

『下請かけこみ寺』は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。
＊必要により弁護士による無料相談も随時受けられます。

まずはお電話でご気軽に相談ください！

秘密厳守

フリーダイヤル ０１２０−４１８−６１８ 匿名可能
お問合わせ先 （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 017-775-3234
事業ＨＰ：http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm

新年明けましておめでとうございます。
弘果弘前中央青果では、３つのコンセプト
を以て健康宣言を行いました。①社員の健康
増進、②お取引先の皆様の健康増進（農家、
買参人等）、③消費者の健康増進です。①に
ついては言わずもがな、②についても重要で
あると考えておりますし、③は青果物という
健康に関連する商品を取り扱っていますの
で、日々の様々な営業活動自体が健康増進に
結びついていますし、こちらから積極的に仕
掛けることもあります。
今回は①の自社向けの健康増進活動につい
てご案内いたします。まずは、健康に関する
正しい知識を得ると同時にそれを社員に還元
することを目的に、十数名の社員に「ひろさ
き健幸増進リーダー」の養成講座を受講して
もらいました。これによってリーダーが各部
署でどのような健康指導が行えるのかを積極
的に考えてもらう環境を整備しましたので、
自発的な健康増進活動が日々行われていると
考えます。

会社側からは、インフルエンザ予防接種の
補助制度、ＰＥＴ-ＣＴの半額補助制度（５万
円 ま で）、 タ バ コ を 吸 わ な い 社 員 に は 一 律
２，
０００円/月の無煙手当の支給、ホリデイス
ポーツクラブ弘前と企業契約して社員及びそ
の家族（成人）なら誰でも無料で利用できる
環境の提供、ストレスチェックにプラスして
職場の異動希望ヒアリングを行い適宜配置転
換することで心の病の予防対策を実施してい
ます。また、残念ながら大怪我や大病、心の
病になってしまった場合にも、職場の仲間が
フォローすることで安心して休んでもらう体
制を敷いています。
なお、これらの取り組みの前段階として
「明るい笑顔」
「大きな返事」
「元気な挨拶」
が飛び交う健康的な職場を率先垂範しており
ます。このような職場では大方の社員も健康
でいてもらえると確信しております。
以上、様々な角度からの取り組みを以て
「企業は人となり」を信条に弘果では健康と
向き合っています。

＜弘果弘前中央青果㈱＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
３９４件（特別会員含む）
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容

つしま治療院

對 馬 俊 介

弘前市土手町１８１−１

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう

㈱城東閣

藤 田 和 美

弘前市鍛冶町１１

不動産賃貸業

アイテクニクス販売㈱

石郷岡義長

弘前市神田二丁目３−１６

サッシ・エクステリア関連資材の販売

㈱ワイヤ・アンド・ワイヤレス

大 塚 浩 司

東京都中央区銀座六丁目２−１ Daiwa銀座ビル４Ｆ
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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。

弘前観桜会１００周年記念特別賞

街づくり大賞
平山萬年堂

（代表

平山

幸一

のり お

氏）

小林

１９１３年（大正２年）に創業し、今年で１０５
周年を迎える文房具を専門とした小売店。先代
の後を継ぎ、現在は三代目の壮三氏と四代目の
幸一氏が店を受け継ぎ経営。
万年筆、書道用品、絵手紙用品、和紙など
様々な種類の商品を取り扱っているが、その中
でも津軽塗の万年筆や煉瓦調の包装がなされ
たオリジナルのインクなどは特に注目を集めて
いる。
また外国人観光客に対して免税対応にも取り組み、中国、台湾、韓国など
の東アジアのお客様やクルーズ船で本県を訪れた欧米の観光客をもてなして
おり、当市のインバウンド対応の草分け的な存在を担う。
お城や桜をイメージした商品や弘前市のゆるキャラ“たか丸くん”のマス
キングテープなど「ここでしか購入できないオリジナル商品」を観光客に多
く販売し、シティセールスを行うことで弘前市の文化伝承に寄与している。
受賞コメント
この度は街づくり大賞という素晴らしい賞を頂き誠にありがとうございま
した。
本年は創業１０５年という節目の年でもありました。当時万年筆専門店は
県内でも無くお客様より喜ばれたようです。その後時代とともに書道用品、
文具事務用品とニーズに合わせてお客様と共に歩んでまいりました。
現在は津軽塗万年筆、オリジナルインクなど観光都市弘前においで下さる
方々に少しでも楽しい店、再度訪れたくなる街と思っていただける何かを心
掛けております。
これからも国の内外を問わず再訪したい店になれるよう頑張ります。賞に
関わられたすべての皆様、支えて頂いた皆様に深く感謝申し上げます。

〜 弘前版雇用システムを考える〜

「農業雇用労働力の地域的
需給調整システム検討会」を開催

範士

氏

りんごの剪定技術を応用し
た「弘前方式」と呼ばれる桜
の管理技術を確立させ、弘前
公園が日本一の桜の名所と言
われるまでに高めた第一人者
で、弘前市の知名度の向上に
大きく寄与した。
小林氏の功績により見事な
花を咲かせるようになった弘
前さくらまつりは、長く厳しい冬を乗り越えた市民の楽しみの場であるだけ
ではなく、全国から、また昨今は世界から日本一の桜を観るために観光客が
押し寄せるまつりに成長しており、弘前市の知名度向上のみならず、当市で
経済効果が最も高いまつりを形成した。
今年は弘前観桜会１００周年という記念すべき節目の年であることから、弘
前さくらまつり開催の最大の功労者として、特別にその栄誉を称えるもので
ある。
受賞コメント
この度は、第１８回街づくり大賞、弘前観桜会１００周年記念特別賞という
名誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。
弘前市の桜の剪定技術、
「弘前方式」は全国でも最も注目を浴びており、
私といたしましても早くからその業務に従事できたことを光栄に思っており
ます。
今後、弘前市の桜の美しさと桜を守る技術が後世に伝わることを心よりご
祈念申し上げてご挨拶とさせていただきます。この度は誠にありがとうござ
いました。

インバウンド対応促進へ最新機器を体感『インバウンドEXPO弘前』開催

インバウンド対応機器を紹介
多方面からの参加がありました

１２月１３日、当所会館にて「インバウンド

１２月１８日、当所６階特別会議室において、 ＥＸＰＯ弘前」を開催し、延べ約３００人が来

多くの方がセミナーを受講しました
問等を質問しながら、最新機器の便利さや導入
メリットを感じておられました。

弘前版雇用システムを考える場として『農業雇

場しました。当イベントは、年々増加するイン

同日には、インバウンド関連のセミナーも開

用労働力の地域的需給調整システム検討会』を

バウンド（訪日外国人観光客）への対応促進を

催し、異なる３つのテーマによる講演に多くの

目的とし、当所中小企業相談所、弘前市中心市

方々が参加し、インバウンドの今後の動向やお

街地活性化協議会、（公社）弘前市物産協会、

もてなしのポイント、キャッシュレス決済対策

（公社）弘前観光コンベンション協会が主催

等について学びました。

開催しました。
地域の雇用労働力はあらゆる産業において抱
える大きな課題となっており、農業経営におい

し、弘前市インバウンド推進協議会、日本政策

当市において、今後増加が見込まれるＦＩＴ

ても同じく後継者、労働力不足が深刻化してい

金融公庫弘前支店、青森県よろず支援拠点、

と呼ばれる個人の外国人観光客は、団体客に比

ます。今回、農業支援の一環として人手不足解

（株）青森銀行、（株）みちのく銀行の共催のも

べ宿泊日数が多く、滞在中は自由行動をすると

消に向け、他業種との連携についての可能性を

と、ＱＲコード決済機器のデモンストレーショ

いう点から、中心市街地へ足を運び、そこで食

ンや多言語翻訳機、免税対応ＰＯＳレジ、タブ

事や買い物をする機会が増えます。今回のイン

レットレジなど様々なインバウンド対応機器

バウンドＥＸＰＯに来場された方々からも、こ

に直接触れることができる１２ブースが設けら

のＦＩＴへの対応を行い、お店の売上増加に繋

れ、来場者は各ブースを回り、現状抱えるイン

げていきたいという声が多く聞かれました。

模索するための検討会を開催し、官公庁、農業
生産団体を含め、各分野から５４名が参加しま
した。

講師に名寄市立大学の今野聖士氏をお招きし、 バウンド対応の不安や受け入れ体制に関する疑
地域の問題点を把握した労働力の意義と展開に
ついて、事例紹介をまじえて講義を頂きました。
その後、少子高齢化が進む中での今後の労働
力確保について、熱心な意見交換が行われま
した。


＜地域・産業振興課、経営支援課＞



＜地域・産業振興課＞

