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東北新幹線『はやぶさ』デビュー！！
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（購読料は会費の中に含まれています。）

〜弘前市に対する重点要望全項目に回答書〜

永澤会頭に回答書を手渡す
葛西市長︵写真右︶

ファション甲子園
このたび、当所に事務局を置くファッション
甲子園実行委員会が「日本クリエイション大賞
2010」≪明日を創る若者応援賞≫を受賞いたし
ました。
今年度は、路面電車や自転車シェアリングで

去る２月28日に弘前市長との懇談会が当所会

部局別の事業並びに予算措置について説明がな

ＣＯ₂削減と中心市街地の活性化を両立させた

館６階特別会議室で開催され、正副会頭はじめ

されたあと、出席者による懇談に移りました。

富山市が大賞を受賞し、その他宇宙航空研究開

９部会の正副部会長、青年部・女性会の正副会

懇談では、昨年再編成された９部会の部会長

発機構はやぶさプロジェクトチームらが受賞し

長等45人が出席しました。正副会頭・各部会・

より、それぞれの部会の業種、会員数などの組

ております。東京での表彰式の様子など、詳細

青年部・女性会の代表者が一堂に会しての弘前

織構成や主な活動内容等について紹介があり、

は次号でお伝えいたします。

市長との懇談会は初めての開催となります。

同様に青年部、女性会会長からも発言をいただ

懇談会では、はじめに葛西市長より、昨年12

きました。これに対して葛西市長は、「商工会

月に提出していた平成23年度弘前市に対する重

議所の皆さんがそれぞれの所属、立場から活路

点要望事項への回答書が永澤会頭に手渡されま

開拓に熱心に取り組まれていることに敬意を表

した。今回の回答書では、重点要望事項として

したい。今後とも地域経済の活性化と市勢の発

提出した30項目すべてに文書での回答があり、

展のためにご協力をお願いしたい」と述べまし

席上、葛西市長より、主な内容として、「弘前

た。

＜まちそだて課＞

日本クリエイション大賞とは？
㈶日本ファッション協会が主催し、今回で通
算24回目を数える。
製品、技術、文化活動、地域振興などジャン
ルを問わずクリエイティブな視野で生活文化の

感交劇場事業の推進体制の強化」や「りんごの

また、葛西市長から重点要望事項の回答書を

向上に貢献し、時代を切り開いた人物や事象を

街のアップルパイブランド化に向けた関係団体

受け取った永澤会頭は、「このたび、当所から

表彰対象とし、時代性、革新性、文化性、国際

への支援と連携」など５項目について、これま

要望した30項目すべてについて、丁寧な回答を

性、社会性の５つの視点から選考。

での経緯と今後の処理方針が説明されました。

いただき深く感謝申し上げたい。回答の内容を

弘前市に対する重点要望に対する回答について

重く受け止め、当所として、引き続き要望の実

は、過去２年間は商工労政課関係事項のみの限

現に向けた支援協力を惜しまず、行政とともに

青森県弘前市という地方都市において、高

定回答となっていましたが、このたび３年ぶり

弘前市の発展のために努力していきたい」と述

校生が服飾デザインを競う「ファッション甲子

に全要望事項への回答がなされました。

べ、感謝の意を表しました。

園」を10年間にわたり実施している。

ファッション甲子園実行委員会の選考理由

引き続き葛西市長より、平成23年度の予算編

なお、平成23年度の弘前市に対する重点要望

自己表現の場を提供し、未来に思いを馳せ、

成を終えての、「子どもの笑顔あふれる弘前づ

事項への回答の内容については、今後の会報等

描いた夢と向き合う高校生を応援することで、

くり」を掲げた新年度予算の概要について、各

でご報告させていただきます。

若人の豊かな未来の創造を後押ししている。

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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もっとひろさき 〜まちそだて大使からの提言〜
「まちそだて大使制
度」は、当所が今後さら
なる地域振興を図るため
に、任命大使から助言・
提案等をいただく独自の
制度です。
今回は、弘前大学人文
学部を卒業され、現在は
フリーランスで各種まちづくり活動などに関わる
函館市在住の田村昌弘（たむらまさひろ）大使か
らの提言です。
提言：弘前市内におけるWiFi 環境の整備を！
いささか多忙なことが続き、長らくご連絡を
怠っておりましたが、先日の新幹線開業を機に、
弘前や青森のことに強い思いを馳せ、ぜひとも
提言させていただきたいと思います。本提案は、
弘前市民および観光客らが街なかで、“各自が
所有する”携帯用コンピュータ機器（ノートパソ
コン・タブレット型パソコン・携帯電話等）を用
いて、インターネット情報にアクセスできる環境
（FREESPOT）を整備し、観光情報・ビジネス
ニーズ・行政広報など多様な情報を入手できる機
会を提供するとともに、飲食店・各種施設等、提
供拠点への立ち寄りニーズの増大を図るものであ
ります。
キーワードとしては：WiFi環境整備・フリー
スポット・あそこに行けばインターネット・モバ
イルコンピューティング・外国人観光客誘致・
ネット回線の借用・ボランティア運営・現場での

新入会員紹介
事業所名
紗ら。

代
山口

表

者

倫世

情報検索・意外とニッチなサービス・地方観光都
市ならではのニーズ
手法としては：①各拠点に「FREESPOT」
サービスを行うための無線インターネット接続用
機器を設置（ネット回線は各拠点等で現在使用中
のものを一部借用）。②「FREESPOT」サービ
ス実施箇所を案内するためのマップ等を作成し、
ネット使用可能であることを周知する。③市民・
観光客等が各拠点において、インターネットの自
由使用（電子メール閲覧）が可能になる。④拠点
と考えられる場所としては、市中心部公共施設で
は弘前市まちなか情報センター・弘前駅観光案
内所・弘前市立観光館・弘前市役所ロビー・弘前
市立図書館・弘前市民会館ロビー・弘前市立博物
館・百石町展示館・青森銀行記念館・津軽藩ねぷ
た村など。また民間施設では各ホテルロビー・デ
パートエントランス・喫茶店・和洋菓子店・パン
店・土産店など。さらには郊外幹線付近施設とし
て、りんご公園・そうまロマントピア・あそべー
る・白神ビジターセンターなどです。
観光都市として「WiFi 環境が使える街」へ
こ の 提 言 に あ る 「WiFi」 と は 、 「 ワ イ フ ァ
イ」と読み、「wireless fidelity」を略した言葉、
「無線LAN を用いて（インターネットに）接
続」する動作・サービス・機器等を総称して用い
られてます。WiFi環境整備をすることで、各自
のコンピュータはWiFi技術を用いて、物理的な
配線等を必要とせずに、インターネット回線に接
続して、ウェブ閲覧や電子メール利用が可能にな

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,534 件 ( 特別会員含む）

住

所

新鍛冶町91 2F

営業内容
飲食業

ります。ここで提言するWiFi環境の整備とは、
市民・観光客がインターネットの自由使用ができ
るように、市内の数拠点に機器を設置し、利用可
能なことを宣伝周知していくことを指します。
ＩＴ分野の技術更新の速さは、ドッグイヤー
（１年時間周期が７年分に相当）とも呼ばれるほ
ど速いもので、この技術普及も瞬く間に拡がるこ
とでしょう。即座にやってみるか、今はやり過ご
し普及時点で観光都市としての及第点を目指す
か、ぜひご議論いただきたいものと思います。
以上、今回は田村昌弘大使からのご提言をご紹
介いたしましたが、紙面の都合により提言の背景
等、詳しい内容についてはご紹介できませんでし
たので、次号以降も連載させていただきます。ま
た、当所では田村大使からの提案に関して、弘前
市に対する重点要望事項として「弘前城を中心と
した無線ＬＡＮ環境整備」として要望するなど、
今後の事業推進の参考とさせていただくことにし
ております。

さくら共済利益配当金振込のお知らせ
当所会員共済制度「さくら共済」の平成 22
年度の利益配当金を３月 18 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 32％、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 512 円で実質掛金は 1,088
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４件
の 300 万円、入院給付金が４件の 67 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。
＜総務財政課＞
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小規模企業共済加入のお知らせ
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

弘前企業ガイド2012完成

掛金月額は増額・減額できます（減額には一
定の要件が必要です）。
・掛金は全額所得控除
掛金は、その年に支払った全額が｢小規模企

方が事業をやめられたり、退職されたりした場

業共済等掛金控除｣として、その年の課税対

合に、生活の安定や事業の再建を図るための資

象所得から控除できます。
・共済金の受取り

わば｢経営者の退職金制度｣といえます。安全・

共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満

確実・税制面でも有利な国の退職金制度で約

期はありません。共済金は一括受取りの場合

120万人の方が全国で加入しています。

には退職所得扱い、分割受取の場合には公的

〈主な特色〉

年金等の雑所得扱いとなります。

・加入対象の条件

・担保・保証人不要で貸付制度が利用可能

常時使用する従業員の数が20人以下（商

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、

業・サービス業では5人以下）の個人事業主

臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証

（共同経営者含む）および会社の役員です。

人不要で受けられます。

加入時の年齢の上限はありません。

詳しくは当所までお問い合わせいただくか、

・掛金

中小企業基盤整備機構のホームページをご覧く

毎月の掛金は、1,000円〜70,000円の範囲内

ださい。http://www.smrj.go.jp/kyosai/

（500円単位）で自由に選べます。加入後も

当所と弘前地区雇用対策協議会（工藤順巳会
長）では、新規就職者の地元就職と企業の人材
確保を目的とした手引書として「弘前企業ガイ
ド（2012年版）」を作成いたしました。

をするほか、平成23年４月に仙台・東京・弘前

検定試験名

簿

記

販売士

で開催される就職ガイダンスの参考資料とし
て、市内の30の優良企業・専門学校等の概要が
詳細に掲載されていますので、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可能で
す。
また、従来の冊子やホームページだけではな

珠

算

く、携帯電話によるＱＲコードの読み込みによ
りダイレクトに企業の情報の閲覧も可能となっ
ております。ご希望の方には、当所窓口で差し
上げておりますのでご利用ください。
＜情報調査課＞

人材バンク

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）
学歴・免許・資格等

希望勤務地
時
間

大学院修了 普通免許
社会福祉士精神保健福
祉士 介護支援専門員
福祉住環境コーディネ
ーター2級 他

弘前市内
9:00〜
17:00

短大卒 普通免許
日商簿記2級 秘書検
定2級 エクセル2級
ワープロ検定1級

弘前及び近郊
8:00〜
17:00

3 一般事務 12 平川市 病院受付事務 12年

高卒 普通免許 危険
物取扱者乙種4類
簿記検定2級
コンピュータ実務検定
2級

弘前及び近郊
8:00〜
20:00

レストランでの調理・
人材育成
1年
雑誌等への広告掲載の
営業・企画、
人材育成
2年 他

高卒 各種 普通免許
医療事務2級 調理師
マイクロソフトオフィ
スマスター

弘前及び近郊
8:30〜
19:00

オペレータ・保守
機械部品
18 弘前市
13年
製 造

高卒 普通免許
コンピュータ利用技術
3級 初級システムア
ドミニストレータ

弘前市内
8:00〜
17:00

高卒 普通免許 大型
免許 けん引免許 大
型特殊免許 フォーク
リフト 危険物取扱者
乙4類 他

弘前及び近郊
8:00〜
18:00

設計計画とCADで図面
作成他、
土木設計全般
高卒 各種 普通免許
18年 1級土木施行管理技士
写真植字の印刷作業
他
1年

弘前及び近郊
8:30〜
17:30

希望職種

希望
月収

住所

職歴・経験等

病棟・外来・入院・
医療
1 ソーシャル 20 弘前市 受診相談、支援等
11年
ワーカー

2 一般事務 13 弘前市

4 医療事務 12 弘前市

5

機会部品の製造
2年
接客
8年

6 自動車運転 15 弘前市 自衛官

7 土木設計 18 弘前市

高卒
ホームヘルパー2級
ワープロ検定3級

弘前市内
8:00〜
17:00

18歳迄を対象にした英
会話の指導
4年 大卒 普通免許
中学・高校英語教員
ジュエリー販売
2年

弘前及び近郊
不 問

ビルのガラス

弘前市内
不 問

8 パン製造 18 弘前市 訪問看護

9 英語塾講師 25 弘前市

10

清

掃

35年

3年

10 弘前市 クリーニング 2年

中卒 普通免許
ゴンドラ特別教育修了

※希望月収…本人希望によるものです。

＜経営支援課＞

平成23年度各種検定の日程・受験料のお知らせ

このガイドブックは、平成24年春に就職を希
望している生徒・学生に、より早く情報の提供

３

業主（共同経営者含む）または会社等の役員の

金をあらかじめ準備しておく共済制度です。い
問 い
合わせ

平成 23 年３月 15 日

受験料（税込）
1級
2級
3級
4級

7,500円
4,500円
2,500円
1,600円

1級

7,500円

2級

5,500円

3級

4,000円

段位
（珠算のみ）
（暗算のみ）
1級
準1級
2級
準2級
3級
4〜6級
7〜10級
暗算

2,550円
2,200円
1,100円
2,040円
1,730円
1,530円
1,430円
1,330円
920円
820円
820円

実施級

試験回

試験日

申込受付期間

1〜4級

第128回

6/12㈰

4/20㈬〜5/13㈮

1〜4級

第129回

11/20㈰

9/30㈮〜10/21㈮

2〜4級

第130回

2/26㈰

1/10㈫〜1/27㈮

3級

第68回

7/9㈯

5/23㈪〜6/16㈭

2級

第39回

10/5㈬

8/19㈮〜9/12㈪

1級

第39回

3級

第69回

2/15㈬

12/15㈭〜1/23㈪

6/26㈰

4/18㈪〜5/13㈮

10/23㈰

8/22㈪〜9/16㈮

2/12㈰

12/5㈪〜1/12㈭

段位

第102回

1〜10級

第192回

暗算1〜10級

第192回

段位

第103回

1〜10級

第193回

暗算1〜10級

第193回

段位

第104回

1〜10級

第194回

暗算1〜10級

第194回

カラーコーディネーター

2級
3級

7,140円
5,100円

2〜3級

第30回

6/19㈰

4/5㈫〜5/6㈮

2〜3級

第31回

12/4㈰

9/20㈫〜10/21㈮

ビジネス実務法務

2級
3級

6,300円
4,200円

2〜3級

第29回

7/3㈰

4/19㈫〜5/20㈮

2〜3級

第30回

12/11㈰

9/27㈫〜10/28㈮

福祉住環境
コーディネーター

2級
3級

6,300円
4,200円

2〜3級

第26回

7/10㈰

4/26㈫〜5/27㈮

2〜3級

第27回

11/27㈰

9/13㈫〜10/14㈮

第10回

7/24㈰

5/10㈫〜6/10㈮

第11回

12/18㈰

10/4㈫〜11/4㈮

環境社会
（eco検定）
日商PC
キータッチ2000テスト
電子会計実務

5,250円
1級
2級
3級

10,000円
7,000円
5,000円
1,500円

初級

4,000円

市内認定校で随時実施
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弘前かいぎしょ TODAY

青年部西谷雷佐氏 グランプリ獲得
日本ＹＥＧ第８回ビジネスプランコンテスト

映画『津軽百年食堂』特別前売券発売中
〜弘前市を舞台に全国ロードショー〜
主演の藤森慎吾︵写真右︶

受賞者スピーチを行う西谷氏

映画「津軽百年食堂」は、桜咲く弘前市を舞台に若い主人公の陽一
（オリエンタルラジオ：藤森慎吾）が葛藤を乗り越え、百年続いた食堂
を受け継ぐ重みを受け入れて４代目となるまでを初代の人生と重ねて描
日本商工会議所青年部第30回全国大会みやぎ・仙台大会（２月18日〜

いた物語。原作は森沢明夫「津軽百年食堂」（小学館刊）。昨年の弘前

19日開催）において、第８回ＹＥＧビジネスプランコンテスト最終審査

での撮影を経て、４月２日から全国ロードショーの運びとなりました。

発表が行われ、当所青年部理事西谷雷佐（にしやらいすけ）氏が見事グ
ランプリを獲得しました。

このたび、同映画の製作委員会では、弘前市民の協力に感謝しての
「映画応援特別価格」による前売券を発売中で、当所も映画製作の発起

同コンテストは全国のＹＥＧメンバーからビジネスプランを募集し、

人となり支援をしておりますので、この機会に多くの皆様にご鑑賞いた

起業化、事業化に役立つ研修を経て、ビジネスの見直しや新しいビジネ

だきたくご案内申し上げます。

スモデル構築を狙いとし、今年度は全国から76プランの応募がありまし

●特別価格前売券：１，０００円（税込）※購入申込締切３月25日迄

た。

（一般前売券：1,300円、当日券：1,500円）

西谷氏のプランは「命に寄り添う街

弘前」がテーマ。病気や障害の

ある方など、旅行を遠慮しがちな人たちをターゲットに、観光・医療・
食事面等を総合的に手配し、安心・安全に弘前へ旅行ができるよう、
その受入窓口となる会社を設立す
得による弘前市への経済効果が見
込まれるだけではなく、バリアフ
リー化などのインフラ整備促進に
繋がる可能性も秘めており、「安
心・安全に旅行できる城下町弘
前」という街づくりと地域ブラン
ド化を目指しています。
様々な業種との連携を必要とす
る同プランは、今後青年部ならで
はのネットワークを活かし、具現
化に向けて準備を進めてまいりま
す。

＜情報調査課＞

日本ＹＥＧ西居会長
より賞状・記念品の贈呈

るという内容です。新規旅行客獲

●お申込み・お問い合わせ窓口：㈳弘前観光コンベンション協会
TEL35-3131

FAX35-3132

