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FAX 0172(35)1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

第２０９回通常議員総会が３月３１日、午後３

弘前市の販売促進活動への支援に努めていくと

心とした農商工連携・６次産業化による地域産

時３０分からホテルニューキャッスルで開催さ

ともに、中小企業・小規模事業者の円滑かつ適

業の振興を図ることにしております。また、新

れ、８９人の議員（委任状含む）が出席しま

正な価格転嫁の推進に係る周知・相談活動な

しい弘前市中心市街地活性化基本計画（二期計

した。

ど、引き続き消費税増税により影響を受ける会

画）の策定に参画し、二期計画の事業を総合調

員事業所等に対する相談と支援を行って参りた

整し一体的に推進するために、事務局を所管し

い」と述べました。

支援することとしております。

総会の冒頭、永澤弘夫会頭が挨拶に立ち、
「わ
が国経済は大胆な金融緩和や財政出動、成長戦
略などのアベノミクス効果に加え、海外経済の

総会では、議員職務執行者の変更ならびに２

更に、中小企業の支援強化として、現在当所

緩やかな持ち直しや円高修正もあり、総じて回

号議員補充選任について、下関・函館との交流

が行っております弘前地域企業短期景況調査

復基調にあるものの、中小企業や地域経済が景

事業についてや弘前市に対する重点要望事項へ （弘前短観）等の各種調査事業へＳＮＳ（ソー

気回復を実感するには至っていない。こうした

の回答が報告されました。

中、当商工会議所では、このたび二期目の中期

シャルネットワークサービス）を有効活用した

引き続き、平成２５年度の各会計補正予算案、 迅速・的確な調査事業を展開するとともに、消

行動計画を策定し、今回の中期行動計画につい

平成２６年度の事業計画案並びに収支予算案等

費税増税により影響を受ける事業者に対する支

ては、一期目の事業の成果と進捗状況を精査し

が審議され、原案通り承認されました。

援や小規模事業者のサービス充実を図るために、

たうえ、引き続き「地域を先導する弘前商工会

事業計画では、まず建議活動の強化として、 ワンストップでの経営支援に努めるなど、更な

議所」を行動指針に掲げて、地域経済の疲弊感

来年度の弘前市に対する建議活動について、平

る支援強化に努めていくことにしております。

を早期に払拭すべく、建議活動の強化、まちそ

成２６年度の要望事項に対する弘前市からの回

なお、平成２６年度予算については、一般会

だての推進、中小企業の支援強化、組織・財政

答を十分に検証するとともに、部会及び青年部、 計が６，
９５８万円、相談所特別会計が５，
９９７万円、

基盤の強化の四つの活動テーマを柱とした諸事

女性会単位での活動の強化による建議要望事項

事業特別会計が１億５，
９４３万円、特定退職金共

業について、更なる磨き上げを図っていくこと

の検討を行っていくことにしております。

済特別会計が２億８，
０５７万円（掛金・給付金収

としている。また、４月からの消費税増税実施

次にまちそだての推進に関しては、弘前感交

に伴い、消費マインドの低下や駆け込み需要の

劇場コンセプトのもと、弘前ブランド構築に向

反動による経済への影響が懸念されているとこ

けた、ハードではなくソフト機能を有する「弘

ろであり、当商工会議所としても、消費者の購

前ブランドセンター」設立のための活動の展

買意欲の喚起による増税の影響の抑制を目指す

開やりんごゼロエミッションプロジェクトを中

納含む）の総額で５億６，
９５５万円余りとなって
います。

平成２６年度事業計画
重点事項
１．建議活動の強化
２．まちそだての推進
３．中小企業支援の強化
４．組織・財政基盤の強化
５．その他（商工業に関する技術技
能の普及のための各種検定試験
等の実施）
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平成２６年度弘前市に対する重点要望事項に

業費と、それに充てるための財源を検討してい

今年中に長寿並びに還暦を迎える議員各位の

ついて、葛西市長から全項目に対する回答書を

る状況であります。」

お祝いが、３月３１日開催の通常議員総会終了

いただいております。

要望項目：市民の健康増進と先進医療機器導入

後の懇親会の席上で行われました。

なお、全項目の回答については当所ホーム

について

当日は議員総会の開催前に正副会頭の立会い

ページに掲載しております。

回答「これまで市では、安全・安心な農業を生

のもと御祓いの儀が執り行われ、長寿・還暦議

要望項目：弘前先人記念館の建立について

産者へ普及することを目的にエコファーマーの

員の益々の活躍と健康を祈願いたしました。

回答「弘前市立郷土文学館は、平成２年７月、 増進に努めるとともに、朝市・産直マップを作

懇親会の席上では、葛西弘前市長がお祝いの

当市出身の作家や当市にゆかりのある作家に関

成、配布するなど地産地消推進事業を実施して

言葉を述べた後、永澤会頭から長寿（傘寿・古

する資料を広く公開展示し、市民の文学に対す

まいりましたが、「あおもり食命人」育成事業

稀）と還暦を迎える議員各位に記念品が贈呈さ

る関心と理解を高めるとともに、地域文化の発

は、外食・中食産業に販路を拡大するうえで、 れました。引き続き、傘寿の木村康雄議員・加

展を目指す社会教育施設として開館しました。 地産地消・販路拡大にも大きく貢献することが

藤順治議員をはじめとする出席議員からお礼の

郷土文学館については、設立の趣旨に則り、今

期待できるものであります。市といたしまして

言葉や今後の抱負などが述べられ、田中弘前市

後とも公開展示と資料の収集を進めるとともに、 は、減農薬等環境に配慮した安全・安心な農作

議会議長の発声による乾杯のあとも終始和やか

平成２４年度から始めた文学講座を継続して開催

物の普及を図るうえで、「あおもり食命人」育

な雰囲気で懇談が進むなど、議員相互の親睦が

し（年８回程度）
、市民の文学に対する関心を高

成事業に係るＰＲ等に努め、外食・中食産業の

図られました。

め、また、需要に応ずる事業を展開していくこ

方々に積極的に活用していただくことで市民の

なお、この祝う会は、平成４年に議員有志に

ととしております。文学者以外の政財界やスポー

健康維持・増進に繋げてまいりたいと考えてお

よる「還暦の祝い」としてスタートして以来、

ツ界で活躍した著名人等先人の軌跡に触れるこ

ります。また、
「ひろさき健康福祉改革プロジェ

今年で２３回目を数えることとなりました。

とについては、みちのく歴史人物資料館（弘前

クト」の取り組みにおいても、地元の飲食業界

市松原東４丁目 設置者：株式会社みちのく銀

との協働事業を現在模索中であります。市民の

行）が、平成１６年７月、青森県で偉大な業績を

多様な健康志向に応じるため、個々の嗜好や選

残した方々を後世に伝える目的で開設され、現

択の幅を広げる工夫として減塩メニューやカロ

在７４名の先覚者に係る品々を展示、紹介して

リー表示、更には禁煙・分煙によるきれいな空

いることから、市民はもとより観光客に対しま

気環境の構築など、他県の具体的な取り組み事

しても既存施設の周知に努めてまいります。」

例を参考としながら、事業化をめざし検討して

要望項目：国民体育大会誘致と体育施設の環境

いるところであります。また、先進医療機器（が

整備について

んの重粒子線治療、陽子線治療）の導入に係る

回答「国体の開催については、今後県の動向を

経費は１００億円規模といわれており、現在国

踏まえつつ適宜対応してまいりたいと考えてお

内でも数か所に設置されているのみです。当該

ります。野球場については大規模リニューアル

機器は、医療の一環としてがん治療に使用され

全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部で

事業での改修と、プロ野球誘致のために必要な

るものであることから、運用は医療機関に限ら

は、県内の中小企業の従業員とそのご家族が加

改修を効率よく実施するための計画を練り直し

れ、専門の医療スタッフの確保や患者負担が極

入する健康保険事業を運営しています。

ている状況であり、将来的にはプロ野球の開催

めて高額になるなど、諸課題が多いものと認識

が可能な球場とするために必要な改修に係る事

しております」

平成２６年度協会けんぽ青森支部の保険料率について

平成２６年度における投資部の健康保険料
率は現行の１０．
００％に据え置きとなりますが、

弘前商業連合会『復活！全市連合大売り出し』開催！

新規就職者激励大会・新入社員セミナー開催

介護給付費等の増加に伴い、４０歳から６４歳

このたび弘前市では、４月１日からの消費増
税にともなう買い控えや駆け込み需要からの反
動が懸念されるため、多くの人手が見込まれる
弘前さくらまつりの期間に合わせて、
『オールひ
ろさき「さくら市」
』と銘打った、大規模な販売
促進事業を推進することとなりました。弘前
市・市内商業者・関係団体が一丸となり、市内
一斉に幅広く行われる販売促進活動を支援し、
広告宣伝等を実施することで市経済活性化を図
ろうとする取り組みです。
弘前商業連合会では弘前市の助成を受けて
『復活！全市連合大売り出し』を実施します。
さくらまつり期間中（４／２３〜５／６）、弘
前商業連合会加盟店舗で合計３，
０００円以上（税
込）のお買い物をしていただくと、選べる国内
ペア旅行・話題の最新家電などの豪華賞品が当
たる懸賞に応募できます。詳しい応募方法等は
「全市連合大売り出し参加店」の店頭ポスター
をご確認ください。
弘前商業連合会事務局担当 ＜まちそだて課＞

３月１２日、平成２５年度新規就職者激励大会・
新入社員セミナーが開催され、地元就職を果た
した７３名が新社会人への思いを新たにしました。
大会の冒頭、葛西憲之弘前市長からお祝いの
言葉、当所永澤弘夫会頭から激励のメッセージ
が贈られた後、弘前学院聖愛高等学校硬式野球
部監督の原田一範氏から「夢の叶え方」と題し
た講演がありました。
昨年の夏の甲子園に初出場し、２勝を果たし
た同氏には、それまでの選手に対する指導方法
などをお話ししていただき、新社会人の皆さん
に対しては「夢を明確に描き、それを人に語り、
人が喜ぶ行動をして、コツコツと努力をしてほ
しい。そして、大切なのは成功より成長をする
こと。もし、夢が叶わなくても諦めないでほし
い」と声援を送りました。
引き続き、ハレ・マナー接遇講師の波多野
晴子氏による新入社員セミナーが開催され、参
加者は、新社会人としての心構えやビジネスマ
ナーなどを学びました。
＜情報調査課＞

険者）が負担する介護保険料については、その

オールひろさき「さくら市」

までの健康保険の加入者（介護保険第２号被保
両立が４月納付分より１．
５５％から１．
７２％に引
き上げとなります。
協会けんぽは、加入者と事業主の皆様の負担
軽減に向け、国庫補助率の引き上げ、高齢者医
療制度の見直し等国や関係方面に強く求めてま
いりますので、なにとぞご理解とご協力をお願
い致します。
お問い合わせ
全国健康保険協会青森支部
青森市長島２ー２５ー３

電話０１７−７２１−２７１３

ホームページＵＲＬ

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/

平成２６年度会費の振り込み用紙を４月
中旬にお送りする予定です。
納入期限は、５月３１日となっておりま
すので、期限内の納入をお願いいたします。
なお、振込用紙に記載されている金融機
関にて、手数料無料でご納入いただけます。
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小規模事業者持続化補助金の
お問い合わせはこちら
ニッカウヰスキー㈱弘前工場

【弘前商工会議所】 経営支援課
電話：０１７２−３３−４１１１

工場長
と

だ

こう じ

戸田

【日本商工会議所】
小規模事業者持続化補助金 事務局
（事業計画提出先）
〒１５１−００５１ 東京都渋谷区千駄ヶ谷３−１１−８
電話：０３−５４１３−７２２１
［９：３０〜１２：００、１３：００〜１７：３０（土日祝日除く）］

貢司

弘前市旅館ホテル組合
理事長
ふく し

けいすけ

下記ＵＲＬよりホームページもご覧ください

福士

圭介

URL:http://www.jizokukahojokin.info

販路拡大をお考えの小規模事業者の皆様へ！
！
中小企業庁

平成２５年度補正予算事業

小規模事業者持続化補助金

生活商業部会
㈱三喜屋
いしかわ

まさよし

石川

雅祥

経営計画に基づいて実施する販路拡大
等の取り組みに対し
万円を上限に
補助金（補助率：２／３）が出ます

５０

希望
職種

希望
住所
月収

学歴・免許
・資格等

職歴・経験等

希望勤務地
時間

高卒 普通自動車免許
弘前市内
介護支援
介護支援専門員 １年 介護福祉士
１
１８ 弘前市
８時〜
専門員
施設介護
２０年 介護支援専門員
１７時
認知症リーダー研修
２

３

販売
営業

店長・エリアマネー
高卒
ジャー
７年
弘前市近郊
１５ 弘前市
普通自動車免許
生命保険営業 ４年
時間不問
日商簿記３級
事務
２年

空調試験設備などの 高卒 普通自動車免許
弘前市内
ビル設備
オペレータ
８年 二級ボイラー技士
第二種冷凍機械責任者 ８時〜
２０ 弘前市
管理
システム開発・運用 危険物取扱者乙種第４類
１９時
管理
３４年 第一種電気工事士

マンション
郵便局窓口 １年半
管理業務
４
２０ 平川市 郵便局貯金保険
金融・
２５年
保険業務

高卒 普通自動車免許
宅地建物取引主任証
管理業主任者 マンション管理士
福祉住環境コーディネーター２級
ファイナンシャル・プランニング
技能士（２級）

弘前市・青森市
時間不問

高卒 普通自動車免許
家電・オフィス機器の修理 ４年
弘前近郊
電気工事
第二種電気工事士
５
２２ 弘前市 通信ネットワーク工事 ２年
８時〜
家電修理
危険物取扱者乙種第４類
カラオケ機器の修理・取付 ６年
１８時
第二種高圧ガス販売主任者
高校中退

６

製造

９ 弘前市

弘前市近郊
２年 普通自動車免許
被服製作技術検定４級 ８時半〜
１年 食物調理技術検定４級
１７時

婦人服販売
調理補助

ワープロ検定４級

７

一般事務
経理事務
１５ 弘前市
医療事務
一般事務

短大卒 普通自動車免許
１２年 秘書検定２級 一太郎検定２級 弘前市内
建設業経理事務士２級
３年 日商簿記３級 医療事務
時間不問
メディカルオペレーター

短大卒 普通自動車免許
介護支援専門員 ３年
弘前市
介護支援
栄養士 介護支援専門員
８
１７ 弘前市 介護業務
３年
８時半〜
専門員
CERTFY Word・Excel３級
医療事務
９年
１７時半
簿記実務２級
９

介護

１５ 弘前市

１０ 製造業 １０ 板柳町

塗装工事
土木工事

大卒
弘前
１３年
普通自動車免許
８時〜
１８年
介護職員初任者研修
１８時

製造業
縫製業

中卒
弘前市近郊
８年 普通自動車免許
８時半〜
４年 MOSスペシャリスト
１７時半
（エクセル）

※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。

卸売業・小売業

サービス業（宿泊
常時使用する従業員の数 ５人以下
業・娯楽業以外）
サービス業のうち
常時使用する従業員の数 ２０人以下
宿泊業・娯楽業
製造業その他

②補助事業計画書の作成
③商工会議所から事業支援計画書を受領
④補助事業計画書の提出
⑤補助事業計画書の審査・採択
⑥補助金の交付決定
⑦販路拡大の取り組み実施
⑧実績報告書等の提出
⑨補助金の受領（精算払い）

常時使用する従業員の数 ５人以下

常時使用する従業員の数 ２０人以下

◆手続きの期限等
第一次公募

※第二次公募※

申請受付開始

２月２７日㈭

７月上旬

申 請 締 切

５月２７日㈫

９月上旬

採択結果公表

６月下旬

９月下旬

実

施

交付決定から平成２７年１月３１日

の間に実施
◆対象となる事業
補助事業終了後３０日を経過する日
・経営計画に基づき、商工会議所の支援を受
実
績
報
告
または平成２７年２月１０日のいず
けながら実施する販路拡大等のための事業
れか早い日までに報告
◆補助対象経費
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、 ※二次公募は中止となる場合がございます。
旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、
当補助金にも関連するセミナーを開催いたし
専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費 ます。詳細は、折込広告をご覧ください。

今年も経営に役立つハンドブックを５種類ご用意いたしました！
①これだけは気をつけたい！
契約実務のポイントＱ＆Ａ
②黒字なのになぜ現金がなくなるのか？
③経営者が知っておきたい
ケース別職場トラブル防止法
④人生・ビジネスに知恵と勇気を与える
偉人・賢人６０の言葉
⑤パート・派遣・契約社員の
「労務」「保険」「税務」の取扱いＱ＆Ａ
いずれも先着順・在庫限りでの無料配布とな
りますので、ご希望の方はお早めにどうぞ。

①計画書の策定

計画の作成や販路拡大の実施の際、商
工会議所の指導・助言を受けられます
《対象となる取り組みの例》
①広告宣伝
・新たな顧客層の取り組みを狙い、チラシ
を作成・配布
②集客力を高めるための店舗改装
・幅広い年代層の集客を図るための店舗の
ユニバーサルデザイン化
③商談会・展示会への出展
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
・新たな市場を狙って商品パッケージのデ
ザインを一新
【概要】※詳細は公募要領等でご確認ください。
◆補助対象者

商工会議所へお気軽にご相談ください

・雇用の増加を伴う取り組みについては１００万
円が上限になります

◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の２／３以内
・補助額 上限５０万円（雇用の増加を伴う
取り組みは上限１００万円）
◆申請手続

＜経営支援課＞
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弘前かいぎしょ TODAY

第１３回全国高等学校ファッションデザイン

衣装を見ることはでき

「古都ひろさき花火の集い」を今年も開催い

選手権大会（ファッション甲子園２０１３）優勝

ませんでしたが、女性

たします。今年も県内外の皆様、また市民の皆

校に贈られる、副賞の「パリ派遣・招待」が３

のファッションの移り

様に元気を与えることができるような花火大会

月１日〜７日の日程で実施され、岐阜県立大垣

変わりを中心に、説明

にしたいと思います。

桜高等学校の３名（生徒２名、先生１名）が、

を受けながら実際に着

服飾専門学校エスモードパリ校訪問やパリコレ

用するという貴重な体

クション、衣装資料館の見学などを行いました。

験をさせていただきま

はじめに訪問したエスモードパリ校は、世

した。

界初のファッション教育機関として１８４１年に

自主研修では、美術

創設された伝統ある学校です。研修では学校内

館（ルーブル美術館・

を見学し、授業の様子を拝見しました。充実し

オランジュリー美術館）やヴェルサイユ宮殿を

たカリキュラムや自分の作品に集中するための

見学し、有意義な時間を過ごすことができたよ

整った設備、柔軟な発想で生地を作る生徒の様

うです。

子など、レベルの高さを感じました。

日 時 平成２６年６月２１日㈯
１９：３０打 ち 揚 げ 開 始
会 場 岩木川河川敷運動場

優勝した生徒２名は服飾の専門学校への進学
が決定していて「今回の研修で受けた刺激を忘
れず、努力していきたい」と話していました。
また今回は、この研修を協賛してくださっ
ている

パリミキ

で、ファッション甲子園

２０１３の上位入賞作品の写真をパリのオペラ店
に展示していただきました。顧客の半数以上
は日本以外の方ということで、フランス語の説
明文付きで、店内で商品を見て回ったとき目に
入りやすい場所に設置
されていました。展示
パリコレクションでは、 ジュンコシマダ
と

アニエスベー

期間もファッション・

のショーを見学しました。 ウィークに合わせ、他

テレビや雑誌でしか見たことのない光景を目の

国の方に知ってもら

当たりにし、生徒たちは圧倒された様子でした。 う 良 い 機 会 と な り ま
次に訪問したのは、ヴェスティエールという

企業広告協賛募集中！
当日パンフレット・会場アナウンス・招待観
覧席等各種特典あり！

企業ＰＲ花火・願掛け花火募集中！
企業・団体ＰＲ花火：スターマイン（限定５発）
市民願掛け花火：７号玉（限定１０発）
■お申し込み／お問い合わせ
ひろさき市民花火の集い実行委員会
事務局担当＜情報調査課＞

した。

衣装資料館で、フランス王家の宮廷の衣装など

ファッション甲子園

の歴史的なものから、現代のファッションまで

実行委員会事務局担当

膨大な量の衣装が保管されています。すべての

＜まちそだて課＞
４月１日から３０日まで『さくら共済』春
のキャンペーンを実施しています。
『さくら共済』は、会員事業所のみが加入
できる１口８００円からのとてもお得な共済
制度です。
また、ガンや病気、不慮の事故による死亡
や入院時の保障に加え、当所独自の給付制度
があり、結婚や出産のほか永年勤続優良従業
員表彰受賞者への祝金、健康診断受診時や新
入社員セミナー参加事業所に対する助成金、
事故・通院・入院の際の見舞金など福利厚生
面も非常に充実しています。
さらに、キャンペーン期間中にご加入され
た方には抽選で『県内７市の特産品』、もれ
なく粗品を差し上げております。アクサ生命
保険の推進員が事業所を訪問させていただき
ますので、是非この機会にご加入ください。
詳細については先月号の折込チラシをご覧
いただくか、当所までお気軽にお問い合わせ
ください。

＜総務財政課＞

