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ご 挨 拶

年頭のご挨拶

げます。
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永澤

弘夫

弘前市長

葛西

憲之

ての相互交流をスタートさせたところでありま

明けましておめでとうございます。

す。

平成25年の新年を迎え、弘前商工会議所会員

わが国経済は、10年以上にわたるデフレによ

加えて、ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業等

の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎

って国内市場は縮小し、ＧＤＰ（国内総生産）

を活用しての地域資源の振興と販路拡大を図

も減少し続ける中、長引く円高やエネルギーの

るとともに、商品のブランド化に必要な支援の

日本経済にようやく景気回復の兆しが見え、

供給制約など、企業経営を圧迫する要因も重な

一元的な窓口となる「弘前ブランドセンター構

当地域においても景気の状況や雇用環境は、回

り、景気後退局面との見方も強まってきており

想」の実現へ向けての取り組みを推し進めて参

復傾向にありますが、海外経済の影響など、今

ます。

りました。

後についての不透明感も伺われます。

えのことと心からお喜びを申し上げます。

こうした中、昨年末の選挙を経て発足した新

更に、昨年12月には、国立大学法人弘前大学

こうした中、市においては、景気回復の足取

たな政権には、強いリーダーシップによる経

との連携に関する協定書を締結しており、相互

りを再び確固としたものとすべく、引き続き地

済危機対策など、わが国を取り巻く難局を打開

の密接な連携と協力により地域の課題に迅速か

域経済の再生に向けた商工業・サービス業の活

し、政治への信頼を取り戻すことを切望するも

つ適切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会

性化を促すとともに雇用の拡大を図る施策を重

のであります。

の形成と発展を目指すことといたしました。

点的に展開し、豊富な地域資源を活用した新商

さて、会頭就任以来、２年余りが経過いたし

なお、当所では、東北新幹線全線開業を機に

品開発や新たな販路拡大、農業分野との連携、

ましが、引き続き、「地域を先導する弘前商工

弘前市はじめ関係団体とともに「弘前感交劇

起業化の試みに対して積極的に支援を施すな

会議所」を目標に掲げて、中期行動計画に基づ

場」の推進に取り組んでおりますが、おかげさ

ど、地域経済の活性化と雇用の創出を図ってま

く諸事業を積極的に展開してきたところであり

までこの取り組みが評価されて昨年10月に日本

いります。

ます。

商工会議所の全国商工会議所きらり輝き振興大

また、「弘前市アクションプラン」をより進

賞の準大賞にあたる「観光立“地域”特別賞」

化させ、「子ども達の笑顔あふれる弘前づく

を受賞することができております。

り」の実現に向け長期的な展望をもって邁進し

特に、昨年は、弘前りんご博覧会の一環とし
て、「ひろさきりんごハロウィン」事業をはじ
めて実施したところ、子どもたちを中心に予想

以上申し述べましたとおり、新しい年におき

ていく所存であります。

を超える集客と賑わいを見せるなど、大きな反

ましても、地域経済を明るい希望の持てる未来

地元経済界とはこれからも手を取り合って、

響をいただいたほか、ひろさき合コンリーグも

へ誘導していくため、「地域を先導する弘前商

「将来の弘前の持続的発展」に向けて、より一

参加者の中から結婚に結びついたカップルが誕

工会議所」として邁進していく所存であります

層連携しながら事業展開を図っていくべきであ

生するなど、今後とも継続実施して参りたいと

ので、会員各位の一層のご支援とご協力を賜わ

ると考えております。

考えております。

りますよう重ねてお願い申し上げます。

貴会議所の皆様におかれましては、今後と

また、２年目となる函館商工会議所との交流

年頭にあたり、新しい年が日本再生へ力強く

も、当市経済界のリーダー役として、地域経済

推進については、「津軽海峡観光クラスター会

踏み出す一歩であることを心より念願いたしま

活性化のため、ご尽力を賜りますようお願い申

議」を軸としての地域間連携による経済交流の

すとともに、会員事業所の皆様方にとりまして

し上げます。

更なる推進を図ってきたほか、新たに下関商工

本年が最良の年となりますことを祈念申し上げ

会議所との交流推進として、津軽の食と産業ま

新年のご挨拶といたします。

つりでの特産品の販売など、まずは物産を通じ

終わりに、弘前商工会議所並びに会員の皆様
にとりまして、幸多き年となりますことを祈念
申し上げまして、新春のご挨拶といたします。
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青森県議会議長に
新春に聞く
新春座談会出席者（敬称略）
〈ゲスト〉
青森県議会議長

西谷

洌

（当初常議員）

〈企画・進行〉
弘前商工会議所広報委員会
委

【工藤委員長】（司会）
新年明けましておめでとうございます。

て、そのようなときに議長職を担っていること

員

長（司会）

工藤

武重

副委員長

斎藤

良雄

副委員長

木村

和生

委

員

三上

貴生

委

員

阿保

秀樹

委

員

三浦

利吏

委

員

小山

悟

担当副会頭

菊池

清二

どについて教えていただきたいと思います。

に、大きな使命感を感じております。

本日は「青森県議会議長に新春に聞く」と題
し、西谷洌氏をゲストにお迎えし、弘前、また
津軽一円に関する様々な事柄について大いに語
っていただきたいと考えております。

議長の役割とは？
【司会】
西谷議長、あらためまして議長就任おめでと
うございます。就任から約半年が経ちました
が、はじめに新年にあたっての抱負をお伺いし

斎藤

たいと思います。

ゲスト

【西谷議長】
新年明けましておめでとうございます。

西谷

洌氏

【司会】

良雄 副委員長

【西谷議長】
議長は、議場の責任者として議事内容を整理

昨年は政局が大きく動き、新しい政権が誕生

ありがとうございました。それでは、ここか

する役割、そして秩序を守る役割があります。

しました。政治家も若手が多くなってきてお

らは広報委員からの質問にお答えいただく形で

騒がしいときは「静かに」「退席してくださ

り、これからリーダーとなる50代前後の人たち

進行して参ります。

い」など、議場を整理する秩序保持権が与えら

が、どういう考え方で国を運営していくのかが
問われると思います。
日本は「地方の時代」に向けて動いていく一
年になるでしょう。私は地方議会の一員とし

斎藤副委員長に口火を切っていただきましょ
う。
【斎藤副委員長】
県議会議長としての仕事、役割、日常業務な

れています。
また、議長にはいろいろな組織の役職が付い
ており、年間約180回の会議・会合に出席して
います。２、３日に１回はどこかに出かけてい
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ますが、行事が重なることも多く、祝辞だけで

うのですが、一方で、弘前商工会議所は「ファ

ることが決まりました。子どもの数が減ってい

退席することも多いです。

ッション甲子園」を主催し、出場チームからフ

るなか、教育環境の整備についてはどのように
お考えでしょうか。

県内だと議長車で送迎があり、秘書も付きま

ァッションデザイン・アパレル関係に就職する

す。県外に行くときはさらに所管課の課長や議

若者が出てきておりますし、その他「津軽打刃

会事務局の担当が付き、様々な面でサポートが

物」「津軽塗」「木工」などのプロジェクトで

あります。

の取り組みも技術者育成につながっていると思

議長の発言については、県議会を代表する立
場ゆえ、事務方から一定の要旨をまとめた原稿
が渡されますが、そこに自分なりの思いや考え

います。
【菊池副会頭】
県には「あおもりマイスター」という制度が

を加味しています。

あるようですが、それはどういうものなのです

【斎藤副委員長】

か。

もう１つ質問させていただきます。地位的に
は知事の次というお立場になるのでしょうか。
【西谷議長】

木村

それは組織が違っていて、知事は執行機関で
ある知事部局の代表であり、我々は議決機関で

和生 副委員長

【西谷議長】

ある議会の代表ですから、どちらが上というこ

「子どもが少なくなってきたから、学校を減

とはなく、対等な立場であると思います。

らさなければならない」という議論になったと

少子高齢化が進むなかで

き、地域経営の面から考えると、「人が集まっ
てくる場所なのだから、一定の経済効果がある

【司会】

でしょう」という主張が出てきます。

三浦委員は、技術者の確保と後継者対策につ

菊池

いてお話があるようですね。
【三浦委員】

清二 担当副会頭

【西谷議長】

また、母校が無くなること、歴史や伝統が途
切れることに心理的な抵抗がある方も多いでし
ょう。その心情はよくわかるのですが、実際に

近年、少子高齢化や経済の低迷により、ノウ

ものづくりの優れた技術者を「あおもりマイ

ハウを習得するのに年数がかかる職種におい

スター」として認定することで、社会的評価を

て、技術者の数が激減しています。このままだ

高め、自らの技術力の向上と後進の指導などを

教育制度そのものについては、私は６・３・

と、古都弘前の景観や文化財を維持できなくな

通じて、技術の継承・発展と人材育成を図る制

３の学校制度を改正すべきだいうことを、ずっ

るのではないかと心配しています。

度です。

と主張しております。特に中学校の３年間とい

具体的には、教育現場での技能指導や、県内企

うのが、一番よくないと思っています。多感な

業の技術指導、研修会の講師・実演などでご活

思春期の３年間の多くを、高校受験の勉強に割

躍していただいております。

かれるのが非常にもったいない。

【司会】

らさざるを得ないのです。

それよりも中学校を５年にして、代わりに

少子高齢化の話題に関連して、木村委員も質

小学校は４年間でいいと考えています。小学

問がおありのようですね。

校４年、中学校５年、高校３年で、12年なので

【木村委員】

すが、小学校の入学年齢を１つ下げて、５年で

弘前実業高校の藤崎校舎と岩木高校が閉校す

三浦

子どもが少なくなっていくなかでは、学校を減

５・５・３というのが、私の持論です。

利吏 委員

【西谷議長】
建築組合や左官組合の総会に出席すると、後
継者不足の話題はよく出てきます。技術専門校
や訓練校の入学式、卒業式にもよく出席してい
ますが、年々人が少なくなっていますね。
弘前は文化財の多い街です。今、国の重要文
化財である旧弘前偕行社の修繕計画を進めてい
るのですが、職人さんが皆高齢で「いつになる
のか」「その仕事を最後にやりたい」とおっし
ゃっています。五年以内にやろうと話を詰めて
いますが、今後そのような文化財を手掛ける職
人がいなくなってしまうのでは、という心配が
あります。
伝統技術をどのように受け継いでいくかは、
行政が主体となって考えなければならないと思

修繕が予定される旧弘前偕行社

商工会議所会館
貸会場を
ご利用ください！
長島２-１-７

詳しくは総務財政課まで
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最近、やっと教育制度の根本を改正しようと

【西谷議長】

大きいと考えています。明治維新の際に天守閣

いう流れになってきました。少子化の中、将来

国内ではこれまで、物産品の販売ルートは全

が残ったこと。第二次世界大戦で空襲にあわな

を担う大事な子供たちの教育をどうするのか、

国の有名デパートの地下がメインでした。三

かったこと。いろいろな要因があって弘前の街

節目の時期だと思っています。

村知事は「攻めの農林水産業」という政策のも

と中心商店街が良い形で維持されていると思っ

と、自らの人脈を生かして大手のスーパーマー

ています。

弘前のりんご・観光・物産
【司会】
弘前の中心産業としてりんごがありますが、
りんご産業と観光のつながりについては、どの

ケットやコンビニチェーンのルートに相当売り

また、昨年は下土手町に「ごちそうプラザ」

込みをしており、流通販路は大きく拡大してい

を含めた「土手町コミュニティパーク」がオー

ると思います。

プンし、駅前の旧ジョッパルも有志の人たちの

また、大都市へ出かけて物産展を開催すると

熱い思いで再投資されて動き出しておりますの

ような考えをお持ちですか。

いう従来からの活動に加え、最近は特定の県や

で、これから中心商店街が賑わってくるだろう

【西谷議長】

地域と交流し、互いに売り買いを行って局地的

と期待しています。

はじめに、農業をどう活性化させていくかと
いう点で、私はヨーロッパに行ってとても驚き
ました。農家への所得補償が７割以上の国があ
るのです。

なところから販路を広げていく手法も始まって
きています。

十数年前、アメリカでは郊外をどんどん開発
して拡大していくような政策を採っていたので

海外戦略についてはアジアが大きなターゲッ

すが、それをやめようという考え方に変わって

トになると思うのですが、まずりんごそのもの

きたとき、ＢＩＤという、特定の地域を改善す

なぜそこまで手厚い補助があるのかという

をもっと売るために、現地に冷蔵庫がないとい

るための制度が出てきました。

と、単に農業をやっていることに対する補償で

けないと考えています。保存場所がないと、り

はなくて、緑を残し、環境を守っていることを

んごの輸出拡大は難しいでしょう。アジアは熱

含めて、政府が支援するという考え方があるか

帯地域が多いですから、市場で段ボールに積ん

らです。これには、一次産業の活性化に関して

だままだとすぐ柔らかくなってしまいます。流

芳しい効果をなかなかあげられない日本も学ぶ

通業者が冷蔵庫から毎日運ぶ仕組みから作りあ

べき点があるのではないでしょうか。

げていかなくてはなりません。

※ＢＩＤ（ビジネス・インプルーブメント・
ディストリクト）とは
ＢＩＤとは各州の法律または市の条例に基
づく特別区の一種で、特定地区内の資産所有
者からあらかじめ定めた額の負担金を徴収す
る権限を有し、徴収した負担金を使って、地
区の産業活性化のための様々な条件整備を行
う仕組みである。多くの場合、小売業の集積
した商業地域に設立されており、ＢＩＤの運
営を委託されたＮＰＯ等の団体が、有給で雇
用された責任者の指揮のもとで、あらかじめ
定められた地区事業計画に基づく事業を遂行
する。

りんごと観光のつながりについては、近年、

最近は多少良くなっている地域もあります

観光産業から一次産業へどんどん歩み寄って

が、海外でりんごと言えば、子どものこぶし大

いる状況であると感じています。「ひろさき街

くらいの大きさのものが、ひと山いくらで量り

歩き」などの活動が好評であることからもわか

売りされているのが現状で、私たちが食べてい

るように、最近の観光客は、地域に根差した生

るものとは味、見た目、価格の全てが比べ物に

活、文化に関心を寄せているようです。地域の

なりません。りんごのほとんどはアップルパイ

一次産業をうまくミックスした観光が確立され

やジュースなど、加工して食べられるケースが

れば、相乗効果でりんごの販路拡大にもつなが

多く、生で丸かじり、という食べ方は多くない

ることでしょう。

ようです。

かつて、ニューヨークには大人でも夜は怖く

青森のりんごは、世界に冠たるものであるこ

ですから、青森のりんごを現地の方に食べて

て外を歩けなかった時代があり、街が荒れて

とは間違いないのですから、それをいかに観光

もらうと、とても驚きます。同じ「りんご」と

商売ができなくなって、土地を持っていた人た

と結び付けるかというのは、青森県、そして津

いう名称でも、青森のものとは全く別物と捉え

ちが皆いなくなってしまいました。そこでＢＩ

軽に課せられている大きなテーマだと思ってい

て、しっかり差別化しなくてはなりません。

Ｄの制度を使い、街を清掃して清潔にして、緑

ます。

そのためには、現地に行政から人事派遣し

を増やし、警備を徹底して治安を向上させまし

て、住み込みで仕事をするところまで踏み込む

た。きれいで安全な街になったら人がまた集ま

必要があります。しっかり市場調査や取引相手

ってきたというのが、今のニューヨークの原点

あるそうですので、お願いいたします。

の調査をして、整備されたルートで販売できる

です。制度１つで大きく変わることがあるとい

【小山委員】

インフラ作りを進めていかなくてはなりませ

うよい例です。

【司会】
小山委員から弘前の物産品についてご質問が

知事や市長もトップセールスでかなり活動さ
れていますが、りんごを含めた弘前の物産販売
について、県の取り組みや議長のご意見をお聞
かせ願います。

ん。そういう基盤づくりは行政の大きな役割だ
と思います。

中心市街地に賑わいを
【司会】
が、弘前の中心市街地活性化に関してどのよう

悟 委員

所の再開発だと、経費をおさえることができる
という利点もあります。私は、最近の弘前の中
心市街地を見ると、そういう動きが始まってき

どこの地域にも共通した課題だと思うのです

小山

こういう考え方がやっと日本にも広まってき
ました。もともとインフラが整備されている場

ているように感じています。
郊外にどんどん拡大していった輪が、また収

な方策があるのでしょうか。

束していく。今、全国の中心商店街もそういう

【西谷議長】

傾向にあると思います。一番の成功例と言え

今、全国の中心商店街の96％、97％が廃れて

るのが香川県の丸亀市で、街なかに住まいを造

しまったと言われているなかで、弘前の土手

り、中心商店街の活性化がうまく図られたケー

町、大町、駅前の中心商店街が、残りの３％、

スです。ここ最近、弘前の中心市街地にもマン

４％に入っているかどうか。このあたりは議論

ションが建設され、街なか居住が進んでいま

があるかもしれませんが、私は入っているだろ

す。これからさらに活性化していく可能性が非

うと思います。

常に高い街だと感じております。

それはなぜかというと、弘前の歴史や風土が

お問い合わせは

中小企業相談所へ

【司会】
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三上委員、弘前の中心市街地についてはどの
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所得が少ないのが問題だと思っています。所得

は落ちてこない」という話をしたら、「その他

ようにお考えですか。

が少ないと当然納税額も上がらないことにな

にまだある」と言うので「何ですか」と聞いた

【三上委員】

ります。近い将来、20年後、30年後の我々の生

ら、「国からくる交付金だ」と言われました。

活、街づくりのビジョンが正直なかなか見えて

その方は国からくる交付金で地域を経営するも

きません。

のだと思っているので、そのような考え方にな

旧ジョッパルに市の施設の一部が移転すると
いう話があります。本庁の機能にできるだけ近
い施設が駅前にあれば、移動手段がない高齢者
は助かるのかなと思っています。

何より金銭的な面で、青森県民が安心してこ
れから子供を育て、快適に暮らしていける環境
なのか不安に感じています。

るのでしょう。
確かに、今の国の制度では予算の配分が決ま
っているから、どうしようもない部分もある

抜本的に「何年後にこうして県の借金を返し

のです。統治機構の基本的なルールが変わらな

ましょう」ということや、子供に対しては「最

いと、一生懸命がんばっても、地方にお金が残

低限これだけのものは保障しましょう」という

らないのが一番腹立たしい。それを打開するに

明確な指針が欲しいと感じています。

は、
今の国の制度を変えていくしかありません。
ですから、昨今の地方分権に向けた流れには
期待しているのですが、逆に言うと地方の経営
手腕がシビアに問われてくることになりますの
で、来るべきときに備えて、しっかり勉強して
準備を整えておく必要があると思います。

三上

【司会】

貴生 委員

西谷議長、最後にこれからを担う若者たちに

【西谷議長】

メッセージをお願いいたします。

大型店舗の跡地に、行政がお金をつぎ込んで

【西谷議長】

市民サービスをするというケースは弘前だけで

私は今68歳です。戦後から高度経済成長を経

はなく、全国各地で行われています。

阿保

以前、旧ジョッパルの活用について勉強会を
実施したとき、大阪大学の先生にいろいろな事

秀樹 委員

【西谷議長】

験して、給料も右肩上がりでした。そういう時
代から今、経済成長がないままに育った子ども
たちが成人を迎えています。

例を教えていただきました。勉強会には弘前市

以前、地方分権の推進で政務官のところに陳

私が印象的だったのは、以前メディアの方々

も出席していましたので、考慮してくれたので

情に行ったときに「西谷さんは、なぜ国会議員

と忘年会をしたときに、20代の方が「私たちは

はないでしょうか。弘前市民にとって便利な施

にならないのですか」と尋ねられたことがあり

幸せです」と言っていたことです。所得が少な

設になると思います。

ます。私は「地方分権が進めば、地方で使える

くても、パソコンや携帯で調べれば安くて良い

行政から市民に歩み寄っていくスタンスとい

お金が生まれて、地方の思い通りに自治体運営

ものが手に入るし、
娯楽も楽しめるし、
十分に暮

うのは、今の高齢化社会のサービスのありかた

ができる。そういう時代が遠くない時期にやっ

らしていけるので、
幸せな人生だというのです。

として好ましいことだと思います。

てくるでしょうから、私は地方議会で地方の経

【司会】

営について考えたいのです」と答えました。

阿保委員、ここまでお話を伺ってきてご意見

私たちの世代の価値観では、20歳の価値観を
判断できなくなってきています。これからは、

また、ある方に「地域を活性化させるために

次の世代を担う若いみなさんがどういう国を、

はございますか。

は、ここのものを域外へ売ってお金を持ってく

あるいは地域社会を造っていくのかを考えてい

【阿保委員】

るか、域外から人が来て、ここでお金を使って

き、それを私たちの世代がサポートできればよ

くれるかしかない。地域内の経済循環からお金

いのかな、と思っています。

地域の活性化を図ろうとしても、青森県民の

【司会】
「青森県議会議長に新春に聞く」と題し、西
谷議長にお話を伺って参りました。
今年は行政と民間が一体となって、より良い
弘前・津軽を目指して前向きに活動していく１
年にできればと思います。本日はありがとうご
ざいました。

昨冬オープンした「土手町コミュニティパーク」

年利１.75％（９月１日現在）

工藤

武重 委員長（司会）
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弘前かいぎしょ TODAY

弘前大学と連携協定を締結

〜地域の課題に迅速かつ適切に対応〜
協 定 の 調 印 を 行 っ た 佐 藤 学 長（ 写 真 左 ）
と永澤会頭 （写真右）

当所は去る12月６日、相互の密接な連携と協

に関すること、②地域活性化に関すること、③

力により地域の課題に迅速かつ適切に対応し、

地域支援に関すること、④産学連携に関するこ

活力ある個性豊かな地域社会の形成と発展に寄

と、⑤地域人材の育成に関すること、などとな

与することを目的に、国立大学法人弘前大学と

っております。

連携協定を締結しました。

当所青年部では弘前城雪燈籠まつりを盛り上
げるため、まつり期間中、打ち揚げ花火を実施

協定に基づく具体的な活動は今後協議しなが

します。
ライトアップされた大雪像と打ち揚げ花火を

協定調印式には、当所永澤会頭はじめ副会

ら進めていくことになりますが、中心市街地活

頭4名、工藤専務理事らが出席、弘前大学から

性化や人口減少に伴う経済縮小への対応、地域

どうぞお楽しみください。

は、
佐藤学長のほか副学長５名が出席しました。

を担う人材育成などでの共同研究・連携を図っ

○日

ていくこととしております。

     17：30〜

今回の連携協定の内容は、①地場産業の振興

大迫力 ！ ３００人の大合奏

響け魂の音 The 津軽三味線 2012 大盛況！

「The津軽三味線2012」が12月８日、弘前市

知を図ると共に「東北新幹線新青森駅開業２周

民会館で開催されました。「圧巻!!津軽三味線

年キャンペーン」と当所の推進する「津軽海峡

300人の大合奏響け魂の音」をテーマに民謡や

観光クラスター会議」による、ＪＲ東日本、Ｊ

手踊り等も織り込みながら繰り広げられ、本場

Ｒ北海道のご協力のもと、約900名の県外から

ならではの迫力と感動を体験できる津軽三味線

の来場者がありました。

の魅力満載のステージとなりました。

昼の部、夜の部ともに満席となった会場は盛

今回は、11月11日〜12日に「街かどライブin

況のうちに終了し、来場者は満足そうに会場を

函館駅」を実施することで函館駅の利用者へ周

後にしていました。     ＜情報調査課＞

ひろさき合コンリーグ
冬季大会開催
○日

時：平成25年２月９日㈯・23㈯

○場

所：鍛冶町・土手町周辺飲食店

     ※悪天候延期の場合は翌11日㈪
○場

所：弘前公園レクリエーション広場

     （大雪像、滑り台近く）
＜情報調査課＞

人材バンク
受講訓練
受講期間

住所

お問い合わせはハローワーク弘前へ
（☎38─8609）

公的職業訓練修了者情報

免許・資格・専門知識・技術等

1

介護福祉科
普通運転免許
弘前市
介護職員基礎研修修了
６か月

2

介護福祉科
普通運転免許
弘前市
介護職員基礎研修修了
６か月

4

職歴・経験等
接客・販売業

１０

６年
弘前市
卸売業での商品管理
６年 近郊

８

９年（パート）

自衛官

29年 弘前市

ビジネスマン
情報処理技能検定表計算２級
製造業
基礎科
弘前市 計算技術検定４級
陸上無線技士２級
６か月

１年 弘前市

弘前市内
１５
近郊
１２
近郊

普通運転免許 ２級販売士
２級フィッティングアドバイザーレディス 婦人服販売業
１５
３級ギフトアドバイザー 日商簿記２級
15年 弘前市内
パワーポイントプレゼンテーション技能認定上級
ワード３級 エクセル３級

5

パソコン経理
事務科
弘前市
４か月

6

パソコン経理
普通運転免許
事務科
弘前市 パワーポイントプレゼンテーション技能認定上級 製造業
日商簿記３級
４か月

7

オフィスビジネス科
ワープロ検定準２級
弘前市 調剤事務管理士
６か月

販売業

１年

１５
弘前市内

8

ITスキル基礎科
普通運転免許
弘前市
MOSエクセル
３か月

製造業

13年

１０
弘前市内

9

オフィスビジネス
日商簿記３級
２０
映像制作・編集
専修科
藤崎町 ワープロ検定準１級
６年 津軽地域
情報処理技能検定表計算２級
６か月
映像編集（FinalCutPro）

10

オフィスビジネス
MOSワード
専修科
弘前市 情報処理技能検定表計算３級 飲食業
栄養士
６か月
調理師

１３

21年 弘前市

近郊

普通運転免許

危険物乙種４類

普通運転免許

○申込締切：２月９日開催分は１月29日まで。

普通運転免許

２月23日開催分は２月12日まで。
※参加費、申込方法等の詳細についてはホームページをご覧くだ
さい。
＜情報調査課＞

希望月収
希望勤務地

事務職

普通運転免許
介護福祉科
介護職員基礎研修修了
3
弘前市 大型自動車免許
６か月
調理師 小型船舶１級

18：30〜（開会セレモニー）

http://www.hcci.or.jp/txt/gocom/

時：平成25年２月10日㈰

18年

２０
弘前市

※希望月収…本人希望によるものです。
※ハローワークに求職申し込みをしている人材に求人条件の提供
を希望する場合は、求人の申し込みが必要です。

