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ヘッドライン
◇当所主催イベントへのご協賛
ありがとうございます …２面
◇もしものときの資金調達をサポートします。
経営セーフティ共済にご加入を！ …３面
◇経営者ご自身の「現役引退後の生活資金」
小規模企業共済にご加入を！ …３面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp
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（購読料は会費の中に含まれています。）

第２１０回通常議員総会が６月２５日水曜日、
午後３時から当所２階大ホールで開催され、
８６人の議員（委任状含む）が出席しました。
総会の冒頭、去る６月９日にご逝去された当
所齊藤熊五郎名誉会頭のご功績を偲び、ご冥福
をお祈りして黙祷を捧げた後、永澤弘夫会頭が
挨拶に立ち、
「平成２５年度のわが国経済は、ア
ベノミクスによる本格的な成長路線の実現に期
待が高まるなど、先行きにも明るい見通しが広
がりはじめたところでありますが、当地域にお
いては長期にわたるデフレの影響などにより、
引き続き厳しい状況が続きました。このような
中で当商工会議所は、
『地域を先導する弘前商
工会議所』を行動指針に掲げ、関係各位のご協
力を得ながら、中期行動計画の４つの活動テー
マに基づく諸事業を積極的に展開して参りました。
特に２回目の開催となりました『ひろさきりん
ごハロウィン事業』については、更なる賑わい
の創出を目指して、新たに仮装パレードやコン
テストも実施するなど内容の充実を図ったとこ
ろ盛況の内に終了することができました。加え

た二期目の中期行動計画に基づき、各種事業を

て、中心市街地活性化協議会においては、駅前

強力に推進していく所存でありますので、議員

再開発ビル再生事業を推進してきたところ、昨

各位のご支援ご協力を重ねてお願い申し上げま

年７月に『ヒロロ』が開業するなど、中心市街

す。」と述べました。

齊藤熊五郎名誉会頭ご逝去
当所名誉会頭
の齊藤熊五郎氏

地の活性化に資する諸事業を展開してきたとこ

議事では、はじめに９項目の庶務報告がなさ

（元・株式会社

ろであります。あわせて委託補助事業として、

れ、議員職務執行者及び参与の変更、商工技術

さいくま代表取

ひろさき実践型ジョブトレーニング事業におい

検定委員や小規模企業振興委員等の委嘱案件が

締役会長）が６

ては、地域産業を担う人材育成と雇用の創出に

報告され、引き続き、平成２５年度小規模事業

月９日にご逝去

寄与したほか、消費税転嫁対策窓口相談事業に

者経営改善資金推薦実績報告や当所が実施する

されました。行

おいては、単なる制度の周知ではなく、事業者

イベントに対する協賛金への協力依頼とあわせ
に対する価格表示の仕方や価格転嫁の対策など、 て、新規高等学校卒業予定者に対する求人提出
経営力向上に向けた指導を実施してきたところ 及び採用活動の早期取組に関する協力要請につ
であります。これら平成２５年度事業に関して

いての報告がなされました。

年９６歳。
齊藤名誉会頭
は、戦後間もな
い混沌とした時代から商工会議所活動に参画

は、９９パーセントは所期の目標を達成できた

議案審議では、鎌田興治監事より監査報告を

されており、昭和２１年に理事に就任されたの

ものと考えております。このような成果をあげ

いただいたあと、平成２５年度の事業報告と一

ち、昭和３０年から常議員を６期、昭和４８年

ることができましたのも、議員はじめ会員各位

般会計はじめ各会計の収支決算状況及び収支剰

から副会頭を３期、そして昭和５７年からは６

のご理解とご支援の賜物であると深く感謝申し

余金処分案についての説明がなされ、それぞれ

期１６年間にわたり会頭職を務められるなど、

上げる次第であります。なお、昨年１１月から

原案通り承認されました。また、
１名の欠員が

永年にわたり地域経済の振興発展に貢献されま

新たな任期のスタートを切ることができ、新し

生じていた常議員については、つがる弘前農業

した。この間、特に現在の弘前商工会議所会館

い任期におきましても、引き続き、
『地域を先

協同組合代表理事専務の齋藤悟氏が選任されま

の建設には多大なるご尽力をいただきました。

導する弘前商工会議所』を掲げ、新たに策定し

した。

また、弘前青年会議所初代理事長をはじめ、
弘前観光協会副会長、青森県赤十字有功会副会
長、青森県公安委員長、弘前市特別職報酬等審
議会会長など数々の要職を歴任、昭和５６年に
は藍綬褒章、平成２年には勲五等双光旭日章を
授章されております。
ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈
り申し上げます。
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平成２６年７月１５日

＝ 弘前食品開発振興会 定時総会 開催報告 ＝
当所が事務受託している、弘前食品開発振興

最後に、オブザーバーとして出席いただいた

会（工藤雅則会長）は、６月２５日に定時総会

青森県農林水産部総合販売戦略課ブランド推進

を開催し、平成２５年度事業報告ならびに収支

グループ斎藤直樹総括主幹より、青森県が実施

決算、平成２６年度事業計画（案）ならびに収

する「短命県返上」に向けた取り組みや、
「食

支予算（案）が承認されました。

と健康」についての現状と課題、各種施策につ

総会では、当振興会が平成２５年度（公財）

いての講話をいただき終了しました。

むつ小川原・産業振興財団のプロジェクト支援

つがる弘前農業協同組合
代表理事専務

齊藤

悟

＜情報調査課＞

助成事業の採択を受けた「弘前りんごミード

当所主催イベントへの

（蜂蜜酒）開発事業」が予定どおり事業を終え

ご協賛ありがとうございます

たことが報告され、今年度は商品化に向けた新
たな活動をしていくことが話し合われました。
また、青森県の施策である「短命県返上」に

当所実施の「ファッション甲子園２０１４」、

呼応し、
「食と健康」についての研修や、会員企

「ひろさきりんごハロウィン２０１４」
「２０１４

業の商品ＰＲ機会の創出事業などを積極的に事

平成２５年度開発を行ってきた
りんごの蜂蜜を使用したミード

業展開していくことを決議しました。

津軽の食と産業まつり」、
「 Ｔｈｅ津軽三味線
２０１４」にご協賛いただいた方、ならびに事業
所の皆様、ご協力ありがとうございました。

〜地域団体商標の登録主体の拡充が実現〜

【協賛企業・個人協賛のご氏名】
（順不同・敬称略）

「地域名＋商品名」等
先般、特許法等の一部を改正する法律（案） 登録要件が緩和され、
からなる商標の登録を容易にするものです。

㈱永澤興業、前田酒類食品販売㈱、㈱弘前公益

商工会議所が登録申請を行うことで、地域

社、㈱マルノ建築設計、三ツ矢交通㈱、藤村機

の特産品等を他の地域のものと差別化させ、

器㈱、弘前ガス㈱、㈱アルク、弘前銘醸㈱、㈱

地域ブランドの育成につなげていくための有

南建設、㈱青南商事、ニッカウヰスキー㈱弘前

効な手段のひとつになると考えられます。

工場、弘南観光開発㈱、弘前りんご商業㈿、㈱

が衆議院本会議で可決・成立され、商標法お
よび特許法、意匠法、弁理士法の改正が行わ
れることになりました。
なかでも商標法の改正においては、商工会
議所がかねてから国に要望してまいりました
地域団体商標の登録主体の拡充がなされ、商

特色ある弘前地域づくりの一環として、地

スコーレ、㈱第一ビル管理センター、㈱大川地

工会議所においても商標の登録申請が行える

域の特産品等を他の地域のものと差別化を図

建、ブナコ㈱、㈲弘前こぎん研究所、㈱アート

ようになりました。

るための地域ブランド作りを目指してまいり

不動産、テフコ青森㈱、弘前建設業協会、弘南

今回の地域団体商標制度の改正は、商標の

ます。

＜まちそだて課＞

バス㈱、津軽警備保障㈱、㈱日産サティオ弘
前、Ｋ−ｂｅａｕｌａｘ、㈱西村組、カネショウ

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４７５件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

オリフィス１

島川

聖栄

シャローム

今 井

Ｓ ｎａｉｌ

一戸

（株）オアシス

佐々木裕和

實
成子

住

所

営

業

内

容

㈱、㈱弘前天賞堂、青森三菱電機機器販売㈱弘
前支店、㈱山武、㈱さくら野百貨店弘前店、㈱
小林紙工、㈱千代田信用、弘和建設㈱、㈱栄

弘前市城東中央二丁目３−２サンケイビル２０２号

生命保険・損害保険代理業

弘前市桶屋町５−４明治屋セブンビル５Ｆ

スナック

弘前市品川町１−４シナガワーデンビル１０２

ネイルサロン

士建設㈱、㈱ラグノオささき、㈱大伸管工業

弘前市館野一丁目３−２３

介護・福祉事業

所、㈱産交、キタエアップル㈱、㈱介護サポー

研、㈱堀江組、㈱ユニバース堅田店、六花酒造
㈱、㈱エスケイケイ総合研究所、㈱三喜屋、富

ト、アップルウエーブ㈱、竹浪板金店、フジプ

【お知らせ】

協会けんぽの申請書・
届出書の様式が新しくなります。

ラント㈱、㈱青森テレビ弘前支社、弘前国際ホ
テル、㈲小野印刷所、㈲三浦造園、アクサ生命
弘前市内の幼稚園・保育園児たちが制作した

保険㈱弘前営業所、
（一社）弘前市医師会、三上

面的な業務・システムの刷新を予定しております。 ねぷたを土手町通りで披露する「ちびっ子ねぷ
（主催：同実行委員会）が今年
それに伴い、更なる業務改善、サービス改革 たのお通りだい」

設計㈲、弘前加圧スタジオＢＯＤＹＷＯＲＫ、㈱

全国健康保険協会では、平成２７年１月に全

を進めていく考えですが、併せて従来の各種申

も開催されます。

請書・届出書の様式についても見直すこととな

今年、２９回目となるこのイベントは、弘前

り、平成２６年７月から新様式に見直すことと

ねぷたまつりのオープニングとして、また次代

なりました。

を担う子どもたちのまつりへの参加意識を高

加入者・事業主の皆様がご負担を感じること
なく、少しでも円滑に手続きを行うことができ
るように改定したものです。
皆様のご協力とご理解をお願い致します。

め、弘前ねぷたの保存継承に寄与するものとし
て開催されております。
本年も、８団体の参加が予定されております
ので、当日はぜひ土手町通りにお集まりいただ

【お問い合わせ】

き、子どもたちの運行をご覧ください。

全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部

◆日

時

１４：５０〜１６：１５（予定）

ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori

平成２６年７月２７日㈰

◆コース

◆その他

角長、東北電力㈱弘前営業所、税理士法人ライ
ズファーム、弘前糖業㈱、ヒロデン㈱、㈲川越
石材、青森朝日放送㈱弘前支社、弘前東栄ホテ
ル、㈱ひろさき元気会計、東奥信用金庫、㈱角
弘弘前支店、
（一財）愛成会、㈲東北クリーン、
青森放送㈱弘前支社、㈱津軽衛生公社、弘前地
区電気工事業協同組合、弘前電気工事㈱、弘前
市旅館ホテル組合、㈱ミナミ、青森県ヘアー
アーチスト専門学校、㈱サンワドー、㈱弘前丸
魚、㈲三照堂、大衆食堂三日月、弘果弘前中央
青果㈱、㈱陸奥新報社、㈱朝日会館、油川社会

旧弘前市役所土手町分庁舎（集合・

保険労務士事務所、東和電材㈱、㈱あおもり総

出発）→土手町→一番町→桜大通り

合管理、フラワー観光㈱、設計事務所エクラ

（解散）

ン、㈱東奥日報社弘前支社、㈱青森銀行、㈱み

小雨決行（決定は１２：００）

ちのく銀行、ひろさき光線治療院、協同組合日

◆お問い合わせ

専連弘前、㈱大高住設、㈱ユアテック弘前営業

（公社）弘前青年会議所内

所、亀屋たこ焼店、竹浪釣具店、弘南建設㈱、

ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会事務局

㈱福島建設、㈱アール・エー・ビーサービス

ＴＥＬ ０１７２（３４）４４５８

７／２現在
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貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」
という事態はいつ起こるかわかりません。経営
セーフティ共済（正式名称：中小企業倒産防止

証人」
「無利子」です。
・掛金
毎月の掛金は、５，
０００円〜２００，
０００円の範
囲内（５，
０００円単位）で自由に選べます。

共済制度）は、そのような不測の事態に直面さ
れた中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする

3

平成２６年７月１５日

・税法上のメリット

共済制度です。

掛金は、税法上損金（法人）または必要経費

・貸付

（個人事業）に算入できます。

取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収

あおもり検定
第７回初級、第６回中級、第５回上級試験

困難になった場合に、
「納付された掛金の１０

詳しくは当所までお問い合わせいただくか、

倍（限度額８，
０００万円）」と回収困難となっ

中小企業基盤整備機構のホームページをご覧く

た売掛金債権等の額」とのいずれか少ない額

ださい。

の範囲内において、共済金の貸付けが受けら

http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

れます。共済金の貸付けは、
「無担保・無保

＜経営支援課＞

青森県の歴史、文化、観光、自然などの多分
野にわたり、あなたの青森通を認定する検定試
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事

験です。

・掛金は全額所得控除

平成２６年９月２１日㈰

業主（共同経営者含む）または会社等の役員の

掛金は、その年に支払った全額が「小規模企

初級・中級・上級とも

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

１０：００〜１１：３０

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。

◎試験会場

弘前商工会議所会館

金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

◎受験資格

学歴、年齢、性別・国籍等の制限

・加入対象の条件

◎試験日時

常時使用する従業員の数が２０人以下（商業・

期はありません。共済金は一括受取りの場合

※上級試験の受験については、中

サービス業では５人以下）の個人事業主（共

には退職所得扱い、分割受取の場合には公的

平成２６年８月１０日㈭〜
８月２５日㈮

◎受 験 料

共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満

はありません。
級合格者に限ります。
◎申込期間

・共済金の受け取り

年金等の雑所得扱いとなります。

同経営者含む）および会社の役員です。加入
時の年齢の上限はありません。

・担保・保証人不要で貸付制度が利用可能
加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、

・掛金

初級：一般３，
０００円

毎月の掛金は、１，
０００円〜７０，
０００円の範囲

臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証

中級・上級：一般４，
０００円

内（５００円単位）で自由に選べます。

人不要で受けられます。

＜経営支援課＞

※高校生以下は初級、中級、上級
試験ともに１，
０００円
※１０名以上の団体申込みの場合、

◎申込方法

割引制度がございます。あおも

「消費税転嫁に関する調査」と偽り、経済産

り検定事務局までお問い合わせ

業省、経済産業局職員と名乗って、年齢などを

ください。青森商工会議所内
ＴＥＬ０１７−７３４−１３１１

含む個人情報を聞きだそうとする悪質行為があ

パンフレットに付属の払込取扱票

転嫁拒否等に関する調査」や「消費税の転嫁状

（申込書）に必要事項を記入し、

況に関する調査」を行っていますが、これらの

受験料を添えて郵便局に払込みし

調査は、事業を行っている方々に対して、消費

てください。

税転嫁の実態把握のために行っているものです。

※パンフレットは、商工会議所のほか市内の各

１ 事務 １３ 板柳町

職歴・経験等

学歴・免許・資格等

希望勤務地
時間

ワープロ検定２級
板柳町・
事務兼接客 ６ヶ月
Webクリエーター能力認定試験上級 藤崎町・
接客 ６年
Photoshopクリエイターエキスパート 弘前市
保険外交員 ３ヶ月
Illustratorクリエイターエキスパート ８時〜１８時

りました。中小企業庁では、先月より「消費税
サービス業 １年
製造 ６ヶ月

MOSワード、エクセル
Webクリエイター初級
Photoshopスタンダード
Illustratorスタンダード

平川市
時間不問

２

一般
１５ 平川市
事務

３

特定化学物質及び四アルキル鉛等作
弘前市内
製造 １２年１０ヶ月 業主任者
製造
８時３０分〜
２０ 弘前市
機械の整備 ６ヶ月 Illustratorクリエイタースタンダード
工
１７時３０分
Photoshopクリエイタースタンダード

経済産業省、経済産業局職員の職員が、消費

公民館、紀伊國屋書店弘前店、メディアイン

税転嫁状況の把握という理由で、電話等により、

城東店などに配置しています。

事業を行っていない一般の消費者の方々に対し

※詳しくは、下記ＨＰをご覧ください。

て、年齢や所得などを含む個人に関わる情報を

http://www.acci.or.jp/kentei/

お伺いすることはありませんのでご注意くだ

＜情報調査課＞

希望 希望
住所
職種 月収

さい。

４ 販売 ２０ 弘前市

製造 １年５ヶ月
製造 ２０年

WEBクリエイターエキスパート 弘前市内
PhotoShopスタンダード
時間不問

５

介護
１８ 大鰐町
関係

介護・相談業務
２１年
縫製工 ４年

介護福祉士

大鰐町・
弘前市
８時〜１８時

６

看護
２８ 弘前市
師

看護師 ３年

看護師

弘前市
時間不問

秘書検定２級
医療秘書検定２級
登録販売者
診療報酬請求事務技能検定２級
エクセル１級、ワード１級
日商簿記３級

弘前市・
平川市・
大鰐町
時間不問

＜経営支援課＞

７ 事務 １２ 大鰐町

８

医療
１５ 大鰐町
事務

調剤事務 ６年２ヶ月
接客 ２年１ヶ月
歯科助手 ４ヶ月
病院事務 ２年
病院事務 １２年
銀行窓口 ２年

日本習字書写能力検定２級 大鰐町近郊
日商簿記２級
８時３０分〜
日本医療事務検定
１７時

英語検定３級
技術補佐員 ４ヶ月
弘前市内
ワープロ実務検定２級
９ 事務 １２ 弘前市 画像の編集・処理
Webクリエイター能力検定上級 時間不問
１ヶ月
ITパスポート
用務員 １ヶ月
大型自動車一種
１０ 配送 １６ 弘前市 配送業 １８年１１ヶ月
フォークリフト
販売員 ２年１１ヶ月

弘前市内
６時〜１７時

※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。
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高校生のファッション全国№１を競う「第１４

弘前かいぎしょ TODAY
ています。

回全国高校ファッション甲子園（ファッション

その他、昨年度大会優勝作品展示や出場校デ

甲子園２０１４）」が８月２４日㈰に弘前市民会

ザイン画展示、来場者が審査に参加できる企画

館で開催されます。

など盛り沢山の内容となっています。

第１４回を迎える今年は、全国１５１校・３，
５４７

平成２６年７月１５日

入場券は一律５００円・全席自由で、ご購入い

点のデザイン画の応募があり、書類選考によっ

ただくとどなたでもご覧いただけます。

て選ばれた３５点（２７都道府県３２校３５チー

【入場券販売所】

ム）が弘前に集い、ファッションショー形式の

〈弘前市〉弘前商工会議所/弘前市まちなか情

公開審査で上位を競います。

報センター/上土手スクエア/メディアイン城東

青森県からの出場は３校４チーム。弘前市か 店/さくら野百貨店弘前店/弘前市立観光館イン
らは、弘前実業高校から２チームが出場します。 フォメーション
今年のゲスト審査員は、ゴージャスかつ豪華 〈青森市〉成田本店しんまち店（４階）/サン
なデザインが高く評価されている「ＤＲＥＳＳ

ロード青森（１階総合サービスカウンター）

ＣＡＭＰ（ドレスキャンプ）」のデザイナー・
岩谷俊和氏と、現在ＪＡＬ（日本航空）で着用さ
れている制服のデザインを手掛けた「Ｋｅｉｔａ
Ｍａｒｕｙａｍａ（ケイタマルヤマ）」のデザ
イナー・丸山敬太氏の２名です。
毎年恒例のアトラクションは、今年のゲスト
審査員も務める岩谷俊和氏が手掛けるブランド
「ＤＲＥＳＳＣＡＭＰ」の２０１４秋冬コレクショ
ンとなっています。現在、出演モデルを募集し

６月２９日「第１５回よさこい津軽」
（主催よ

イベントの詳細はホームページでもご覧
いただけます。
ファッション甲子園ホームページ
http :/ / www.f-k oshien.com/

回出場賞がそれぞれ贈呈されました。

ファッション甲子園実行委員会事務局担当
＜まちそだて課＞

後に予定されていた参加全チームによる旗振

さこい津軽実行委員会）が、土手町通りにて開

参加３０チームの先陣を切り、地元ＡＯＭＯ

り・合同乱舞は雨で中止となりましたが、各

催され、県内外の３０チーム・総勢７２８名の踊

ＲＩ花嵐桜組が「大間のマグロ」をテーマにし

チームの気迫のこもった演舞に会場は熱気に包

り手が６万人（主催者発表）の観客を魅了しま

た新作演舞をお披露目すると、沿道からは大き

まれていました。

した。今年は、埼玉県さいたま市の人気チーム

な拍手が贈られていました。また、１５回の節目

よさこい津軽実行委員会事務局担当

「重夢逗（えむず）」、地元弘前の新チーム「弘前

の開催を記念し発売された「記念手ぬぐい」は

＜まちそだて課＞

花鳥風月」の２チームが初参加となりました。

多くのお

出陣式では、第６回大会からの連続出場とな

客様にお

った「弘前大学よさこいサークルＨＩＲＯＤＡ

買い求め

Ｉ焔舞陣（えんぶじん）」に、１０年連続出場賞

いただき

が、よさこい津軽の発展に大きく貢献された「八

ました。

戸リズムなるこ会」、
「長慶苑飛馬の星（ちょう

残念な

けいえんひゅうまのほし）」の両チームに、１０

がら、最

＝お詫びと訂正＝
弘前かいぎしょＴＯＤＡＹ６月号に折り込み
した「弘前さくらまつり商況、消費税増税影響
調査報告書」の一部に誤表記がありました。正
しくは以下のとおりです。訂正してお詫び申し
上げます。
＜情報調査課＞
【景況動向について】

（誤）
「売上」
（業種別）
全体
６月２１日、岩木川河川敷運動公園で、ひろさき市民花火の集い実行委員会（ユースサミット弘
建設業
前・岩木山商工会青年部で構成）が主催する第９回古都ひろさき花火の集いが開催されました。
製造業
当日は晴天に恵まれ会場には５万６千人が訪れ、午後７時からの開会セレモニーのあと打ち揚
卸売業
小売業
げが開始されました。
観光関連業
今年も全国有名花火師制作の名人尺玉共演により、名人技の華麗な花火が打上げられ、タヒチ

⇨

アンダンスや、よさこいチームの
演舞と花火のコラボレーションも
あり、会場は大いに盛り上がりま
した。
最後は歌劇『オペラ座の怪人』
の曲に合わせフィナーレワイドス
ターマイン「Ｈｉｒｏｓａｋｉ Ｆｉｒｅ
ｗｏｒｋｓ Ｓｔｏｒｙ」を打ち揚げ弘
前市の夜空を鮮やかに彩り無事終
了いたしました。＜情報調査課＞

（業種別）
建設業
製造業
卸売業
小売業
サービス業
観光関連業

（誤）
「採算」
平成２４、２５年度「弘前さくらまつり商況
調査」との比較（項目・業種別ＤＩ値推移）

（正）
「売上」
増加 不変 減少 ＤＩ値
0.0% 94.4% 5.6% ▲ 5.6
15.4% 61.5% 23.1% ▲ 7.7
5.9
11.8% 82.3% 5.9%
0.0
22.0% 56.0% 22.0%
21.1% 64.9% 14.0%
7.0
23.3% 62.7% 14.0%
9.3
（正）
「採算」
弘前さくらまつり商況
売上の業種別ＤＩ値推移

⇨

