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会報

第２１１回通常議員総会が３月３０日、当所会
館２階大ホールにおいて開催され、８９名（委任
状出席含む）が出席しました。
開会にあたり永澤会頭が挨拶に立ち、
「わが国

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

納含む）、労働保険事務組合関係会計が６，
２７１
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（購読料は会費の中に含まれています。）

みちのく銀行執行役員弘前営業部長の浅利健一

万円の総額で６億４，
３０９万円余りとなりました。 氏、青い森信用金庫常勤理事の工藤秋夫氏が選
なお、欠員に伴う常議員の補充選任について

任されました。

は、東北電力㈱弘前営業所長の清野和寛氏、㈱

の経済は、アベノミクスによる大胆な金融緩和
や機動的な財政政策によってデフレ経済からの
脱却を果たしつつあるものの、地方経済は依然
として厳しい状況が続いている。地域経済の早
期回復に向け、引き続き地域を先導する弘前商
工会議所を行動指針に掲げ、中期行動計画に基
づく諸事業に積極的に取り組んでいきたい。特
に、少子化が進む中での当地域が当面する大き
な課題解決に向けては、弘前市をはじめ弘前大
学や関係団体との更なる連携強化を図るととも
に、事業実施にあたってはスピード感をもって
進めていきたい」との抱負を述べました。
総会では、報告案件として議員職務執行者の
変更届出をはじめ、ドテヒロの残地売却、プレ
ミアム商品券発行事業や弘前市に対する重点要
望事項への回答等が報告されました。
引き続き、審議事項に入り平成２６年度の各
会計補正予算案、平成２７年度の事業計画案並
びに収支予算案等が審議され、原案通り承認さ
れました。
事業計画では、日本商工会議所が提唱してい
る全国の商工会議所同士の多様な連携による会
議所機能の強化を目指す取り組みとして、これ

投票所に加わった期日前投票制度の従業員への

までの函館と下関との交流に加え、新たに函

投票率向上に向け会員事業所の支援協力を！
総会案件審議終了後の席上において、市内各

館・弘前・松本・下関・北九州の魅力の異なる

青年団体などで構成される「弘前を日本一投票

宜などについての会員事業所への周知に関する

５商工会議所の連携による新しい経済交流モデ

率の高い街にする会」のメンバーが訪れ、当商

要望書が提出されました。同会の佐藤譲会長か

ル事業の検討を進めるほか、人口減少社会の進

工会議所に対して、弘前大学とヒロロが新たに

ら要請を受けた永澤会頭は、
「青森県ならびに

周知や勤務時間中における従業員の投票への便

展に伴う行政とは異なる当商工会議所独自の子

当市における投票率の低さは由々しき問題だと

育て支援策の実施に向けた取り組みをはじめ、

認識している。このたびの要望については趣旨

短命県返上に向けた会員企業における事業主・

に賛同するとともに、期日前投票や従業員の投

従業員の健康の維持・管理に資する健康増進へ

票に関する便宜などを会員事業に呼びかけるな

の取り組みを推進していくこととしております。

ど、投票率アップに向けて商工業界を挙げて全

また、平成２７年度予算については、一般会

面的に協力していきたい」と述べ、同会の活動

計が６，
６２９万円、相談所特別会計が５，
９６４万円、

にエールを送りました。投票率アップに向けた

事業特別会計が１億６，
１８５万円、特定退職金共
済特別会計が２億９，
２６０万円（掛金・給付金収

投票を呼びかける佐藤会長
（写真：陸奥新報社提供）

このたびの要望について、会員事業所のご理解
とご協力をお願いいたします。＜総務財政課＞
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今年中に長寿並びに還暦を迎える議員各位の
お祝いが、３月３０日開催の通常議員総会終了後
東北電力㈱弘前営業所

の懇親会の席上で行われました。
当日は議員総会の開催前に熊野奥照神社宮司

所長

による御祓いの儀が執り行われ、長寿・還暦議
員の益々の活躍と健康を祈願いたしました。

清野

原弘前大学理事・副学長の発声による乾杯のあ

懇親会の席上では、葛西弘前市長がお祝いの
言葉を述べた後、永澤会頭から長寿（傘寿・喜

とも終始和やかな雰囲気で懇談が進むなど、議
員相互の親睦が図られました。

寿・古稀）と還暦を迎える議員各位に記念品が

なお、この祝う会は、平成４年に議員有志に

贈呈されました。引き続き、傘寿の野澤武副会

よる「還暦の祝い」としてスタートして以来、

頭・前山誠一議員をはじめとする出席議員から

今年で２４回目を数えることとなりました。

お礼の言葉や今後の抱負などが述べられ、大河

㈱みちのく銀行弘前営業部
執行役員弘前営業部長

＜総務財政課＞

浅利

平成２７年度弘前商工会議所各種検定試験の日程一覧
検定試験名

簿

受験料（税込）

記

リテール
マーケティング
（旧：販売士）

7,710円
4,630円
2,570円
1,640円

１級
２級
３級
４級

１級 7,710円
２級 5,660円
３級 4,120円

位 2,620円
2,260円
（暗算のみ） 1,130円
１級 2,100円
準１級 1,840円
２級 1,570円
準２級 1,470円
３級 1,360円
準３級 1,150円
４級～６級
940円
７級～１０級
840円
暗 算
840円
段

実施級

試験回

１～４級

第１４１回 １１月１５日（日） ９月２４日（木）～１０月１６日（金）

２～４級

第１４２回 ２月２８日（日） １月１２日（火）～ １月２９日（金）

３級

第７６回

７月１１日（土） ５月２５日（月）～ ６月１８日（木）

２級

第４３回

９月２６日（土） ８月１０日（月）～ ９月 ３日（木）

１級

第４３回

２級

第４４回

３級

第７７回

段位

第１１４回

算

１級～１０級

段位
１級～１０級
暗算１級～１０級
段位
１級～１０級
暗算１級～１０級

会の席上、葛西市長から全項目に対する回答書
をいただいておりますので、主な回答の内容を
掲載してまいります。
なお、全項目の回答については当所ホームペ

２月１４日（日）１２月 ７日（月）～ １月１３日（水）

ージに掲載しております。
要望項目：弘前ならではの景観や歴史的な建造
①赤レンガ倉庫と弘南電鉄大鰐線の有効活用

２～３級

第３４回

②弘前駅前再開発完成後の全体図の公開

２～３級

第３５回 １１月２２日（日） ９月 ８日（火）～１０月 ９日（金）

③岩木山を見渡すことができる景観の保護

第１８回

回答

２級
３級

6,480円
4,320円
5,400円

―

1,540円

１０月２５日（日） ８月１７日（月）～ ９月２３日（水）

第３９回 １１月２９日（日） ９月１５日（火）～１０月１６日（金）

福祉住環境
コーディネーター

キータッチ２０００テスト

弘前市に対する
重点要望事項への回答報告
ついて、去る３月２日開催の弘前市長との懇談

第１１６回
第２０６回

秋夫

平成２７年度弘前市に対する重点要望事項に

第１１５回
第２０５回

工藤

２～３級

7,340円
5,250円

１級
10,290円
２級
7,200円
３級
5,140円
Ｂａｓｉｃ 4,120円

６月２８日（日） ４月２０日（月）～ ５月２７日（水）

常勤理事

第３８回

２級
３級

日商PC
（文書作成・
データ活用・
プレゼン資料作成）

２月１７日（水）１２月１４日（月）～ １月２１日（木）

青い森信用金庫

２～３級

カラー
コーディネーター

環境社会
（ｅｃｏ検定）

第２０４回

健一

申込受付期間

第１４０回 ６月１４日（日） ４月２０日（月）～ ５月１５日（金）

（珠算のみ）

珠

試験日

１～４級

暗算１級～１０級

和寛

１級～
Ｂａｓｉｃ

６月２１日（日） ４月 ７日（火）～ ５月 ８日（金）

７月１２日（日） ４月２８日（火）～ ５月２９日（金）

７月２６日（日） ５月１２日（火）～ ６月１２日（金）

第１９回 １２月１３日（日） ９月２９日（火）～１０月３０日（金）
市内認定校で随時実施
〔１級のみ１０月４日（日）、２月２１日（日）実施〕
※「プレゼン資料作成」はＢａｓｉｃ（基礎級）を実施しておりません。
※随時施行に加えて、
「毎月第３金曜日」を統一試験日として設定しています。

―

市内認定校で随時実施

日商ビジネス英語

１級
２級
３級

7,200円
5,140円 １級～３級
4,120円

市内認定校で随時実施
〔１級のみ１０月４日（日）、２月２１日（日）実施〕

電子会計実務

上級
中級
初級

10,290円
7,200円 上級～初級
4,120円

市内認定校で随時実施
〔上級のみ１０月４日（日）、２月２１日（日）実施〕

物の有効活用等について

①今年度、弘南鉄道大鰐線存続戦略協

議会でとりまとめた大鰐線存続の支援スキ
ームには、サービス改善等の利用促進施策
のほか、駅舎や地域資源の活用による取り
組みも今後展開していくこととしておりま
す。また、赤レンガ倉庫と吉野町緑地周辺を賑
わいの拠点とするために、官民連携による整備
及び管理・運営について、検討を進めているこ
とから、大鰐線の美術館的な利用を含めて美
術館と賑わい施設としての実現の可能性につ

電子メール活用能力

3,090円

―

市内認定校で随時実施

ビジネスキーボード

2,570円

―

市内認定校で随時実施

※簿記検定試験は弘前商工会議所のホームページからオンライン申し込みができます。オンラインによる申込受付期間については
弘前商工会議所のホームページでご確認ください。
お問い合わせ先 弘前商工会議所 簿記検定試験担当 ＴＥＬ：０１７２−３３−４１１１

いて検討してまいりたいと考えております。
②「弘前駅前整備計画」の全体図について
はパンフレット等により公開しております
が、今後は市の広報紙やホームページに掲
載するなど、さらに周知に努めてまいりま
す。また、整備完成後の全体イメージにつ
いても、完成予想図（パース）等による公
開を検討してまいります。
③本丸・城西大橋以外の場所からの岩木山
の眺望については、住民意識の醸成の度合
いを見ながら、重点的な取組が必要と判断
された場合は追加を検討していくこととな
ります。
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全国で約１２０万人の経営者が加入 小規模企業共済にご加入を！
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主（共同経営者含む）または会社等の役員の方が
事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあら
かじめ準備しておく共済制度です。

得から控除できます。

・加入対象の条件
常時使用する従業員の数が２０人以下（商業・
サービス業では５人以下）の個人事業主（共

共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満

同経営者含む）および会社の役員です。加入

期はありません。共済金は一括受取りの場合

時の年齢の上限はありません。

には退職所得扱い、分割受取の場合には公的
年金等の雑所得扱いとなります。

・掛金

お気軽にご相談を！！
『なんでも相談会』

毎月の掛金は、１，
０００円～７０，
０００円の範囲内

・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、

（５００円単位）で自由に選べます。

臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証

・掛金は全額所得控除
掛金は、その年に支払った全額が「小規模企業

人不要で受けられます。
＜経営支援課＞

共済等掛金控除」として、その年の課税対象所

講演する日本銀行
青森支店長 山口氏

日常、事業や業務を行う中で、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。
どうぞお気軽にご相談ください。
●開 催 日 ４月１５日㈬・５月２０日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 当所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
●相談内容 許認可申請他法律全般について
※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。相談ご希望の方は、事前
にご連絡ください。
＜経営支援課＞

・共済金の受け取り

全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部で
は、県内の中小企業の従業員とそのご家族が加
入する健康保険事業を運営しています。
平成２７年度における当支部の健康保険料率
は、例年より１か月遅れの４月分（５月納付分）
保険料より１０．
００％から９．
９８％に変更となり
ます。
（介護保険料率も１．
７２％から１．
５８％に
変更）
厳しい医療保険の財政状況の中、協会けんぽ
のさまざまな取組みにおける、加入者及び事業
主の皆さまのご理解とご協力に対して感謝申し

金融・不動産部会（川村明裕部会長）では弘

上げます。保険料率はホームページからご覧い

前金融団との共催による「金融経済情勢講演会」

ただけます。

を３月１９日にラグリーで開催しました。講師

お問い合わせ
全国健康保険協会青森支部

には日本銀行 山口智之青森支店長をお招きし、

青森市長島２−２５−３

ました。

青森県経済の現状について講演をしていただき

℡０１７−７２１−２７１３

ホームページ

日本銀行としての全国・青森県の景気判断に

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

関する解説と百貨店・スーパーの売上高の推移、
車販売台数・新築住宅着工数の推移、売上高経
常利益率の推移、外国人宿泊者数の推移、株式

受講訓練
受講期間

３月１３日、平成２６年度新規就職者激励大会・
新入社員セミナーが開催され、地元企業への就

１

職を果たした９０名が新社会人への思いを新た
にしました。

ジが贈られました。その後、弘前市市民文化ス
ポーツ部スポーツ振興課の今関勝氏（元プロ野
球選手）から「夢を叶えるために」と題した講
演がありました。
同氏は、プロ野球選手になる夢を叶えるため
に「目標を明確にして、決してあきらめず、想
いを強く持ち続けてください」そして、プロ野
球の投手として活躍した経験から、
「何事にも
自分を信じて、明るく・元気に・前向きに進ん
でがんばっていただきたい」と声援を送りま
した。
引き続き、メンタルセラピストの前田典子氏
から「マニュアル本に載ってない新入社員の心
得実践レッスン」と題したセミナーがありまし
た。セミナーでは、基本的な挨拶の仕方や新入
社員の在り方や物事のスムーズなとらえ方など
実践を交えた指導を受けました。
＜情報調査課＞

ホールスタッフ
８年１０ヶ月
ホールスタッフ
１年４ヶ月
製造業１年７ヶ月

２

OAビジネス科
普通自動車免許
弘前市
（DS）
MOSエクセル２０１０
４ヶ月

３

介護福祉士
普通自動車免許
１５
サービス業１ヶ月
実務者研修科 弘前市 介護職員実務者研修修
サービス業８年 弘前市内
６ヶ月
了

大会の冒頭に、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

ビジネスOA
基礎科
４ヶ月

希望月収（万）
免許・資格・
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等
農業（自営）２０年
１５
普通自動車免許
土木作業１５年
弘前市
弘前市
玉掛技能者
ウエイター、ホー
近郊
ル全般３年
住所

Webデザイン・
普通自動車免許
４ Web担当者養成科 弘前市 エクセル３級
４ヶ月
ワード３級
Webデザイン・
５ Web担当者養成科 弘前市
４ヶ月

普通自動車免許
エクセル２級・ワード３級
データベース化アクセス１級
ホームページ作成１級
プレゼンテーション作成２級
エクセル
（サーティファイ）３級

Webデザイン・
６ Web担当者養成科 弘前市
４ヶ月

普通自動車免許
エクセル１級・ワード１級
Photoshopエキスパート
Illustratorエキスパート
Webクリエイター初級
日商簿記３級

事務１年１ヶ月
製造管理１１年
お客様の予約管理
・伝票発行

１５
弘前市内

１３
弘前市

２０
青森県内

営業事務５年７ヶ月
１５
一般事務１０ヶ月
弘前市
営業事務
青森市
１４年２ヶ月
普通自動車免許
１３
OA事務科２
保育士、幼稚園教諭（２級）
弘前
平川市
保育士１０年
８
３ヶ月
MOS、Excel、Word2010
平川
日商簿記３級
黒石
普通自動車免許
ゼロから始める
１５
事務員３ヶ月
小学校教諭免許一種
弘前
９ OA事務員養成科 弘前市
総務事務員３ヶ月
図書館司書教諭
４ヶ月
青森
臨時講師１年
ワード３級
バスガイド
ゼロから始める
普通自動車免許
１５
２１年４ヶ月
１０ OA事務員養成科 弘前市 ワード３級
弘前市内
販売員２年
４ヶ月
エクセル３級
バスガイド１年９ヶ月
７

ゼロから始める
ホームページ作成
弘前市
・管理科
４ヶ月

製造業２年
サービス業２年
製造業３年

１５
弘前市内

普通自動車免許・普通自動二輪
Webクリエイター上級
日商簿記２級、MOS（ワード、
エクセル、アクセス、パワーポ
イント）、秘書士
整理収納アドバイザー２級

※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。

保有額の都道府県順位、有効求人倍率の推移な
ど様々なデータを基に全国と青森県を比較分析
し、県内の景気動向について解説をしていただ
きました。
講演会には８８名が出席し、講演後には懇親
会も実施し、参加者同士が意見を交わし懇親を
深めていました。
＜経営支援課＞

「中小企業のためのほっとダイヤル」
日本弁護士連合会では、全国共通電話
番号による中小企業向け法律相談（面談）
予約サービスの「ひまわりほっとダイヤ
ル」を運営し、全国の中小企業に対する法
的支援に努めております。
想定外のトラブルでビジネスチャンスを
逃さないために、弁護士にできることが
あります。
お近くの弁護士をご紹介いたしますので
是非ご利用ください。初回面談３０分間の
相談は無料で受け付けております。
◎全国共通専用ダイヤル
受付時間
平日１０：００～１２：００／１３：００～１６：００
℡ ０５７０−００１−２４０
＜経営支援課＞
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平成２７年度会費納入のお願い
エスモードパリ校前にて

平成２７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。
＜総務財政課＞

ヴェスティエールで衣装の歴史に触れる
パリコレクションの様子

『さくら共済』にご加入ください！

第１４回全国高等学校ファッションデザイン

がら熱心に聞いていました。

選手権大会（ファッション甲子園２０１４）優勝

パリコレクションでは、ツモリチサトのショ

校に贈られる、副賞の「パリ派遣・招待」が３月

ーを見学しました。会場内は大変混雑していた

３日～９日の日程で実施され、青森県立弘前実

ため、一着一着じっくり見ることはできません

業高等学校の４名（生徒３名、先生１名）が、

でしたが、雰囲気を味わえただけでもとても良

パリで研修を行いました。

い刺激になりました。

はじめに、エスモードパリ校を訪問しました。

自主研修では、ルーブル美術館やヴェルサイ

世界初のファッション教育機関として１８４１年

ユ宮殿を見学し、充実した時間を過ごすことが

に創設された歴史と伝統のある学校です。生徒

できたようです。

たちは授業の様子を見学しながら、充実したカ

研修した生徒３名はすでに進路が決定してお

リキュラムや整った設備、柔軟な発想でデザイ

り、うち２名はファッション甲子園で優勝した

ンを考える学生の様子やそのレベルの高さに感

ことをきっかけに服飾系への進学を決めたそう

心していました。

です。

次にヴェスティエールという、フランス王家

「今回の研修で、ファッションの道に進んで

の宮廷の衣装から現代のファッションまで膨大

良かったと心から思いました」という感想もい

な量の衣装が保管されている衣装資料館を訪問

ただき、とても貴重な経験となったようです。

『さくら共済』は、会員事業所のみが加入で

しました。すべての衣装を見ることはできませ

この経験を活かし、それぞれの目標に向かって

きる１口８００円からのとてもお得な共済制度

んでしたが、主に女性の服の変化とその社会的

進んでいってほしいです。

です。

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。

背景についての説明を受け、生徒たちは衣装に

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

また、ガンや病気、不慮の事故による死亡や

触れたり、細やかな装飾部分を撮影したりしな

＜まちそだて課＞

入院時の保障に加え、当所独自の給付制度があ

弘前市に１２０本の傘を寄贈

当所女性会（葛西キミヱ会長）は３月２０
日、弘前市に対し１２０本の雨傘の寄贈を行い
ました。
この雨傘は、弘前公園に訪れる観光客をはじ
めとした来園者に役立てていただけるように寄
贈しているものです。今回の寄贈で傘の累計寄
贈本数は２，
２４０本となりました。
毎年女性会で実施しているチャリティーダン

受賞者への祝金、健康診断受診時や新入社員セ

スパーティー等の収益金の一部で傘を購入して

ミナー参加事業所に対する助成金、事故・通

おり、傘のビニール部分にはさくらまつりをイ

院・入院の際の見舞金など福利厚生面も非常に

メージさせるピンク色の桜がプリントされてい

充実しています。

ます。

葛西市長（写真中央）と女性会メンバー

り、結婚や出産のほか永年勤続優良従業員表彰

さらに、キャンペーン期間中にご加入された

当日は、女性会から三上美知子副会長をはじ

方には抽選で『県内７市の特産品』、もれなく

め６名の会員が出席しました。平成７年はくず

粗品を差し上げております。アクサ生命の共済

かごの寄贈をし、翌８年からは毎年傘の寄贈を

推進員が事業所を訪問させていただきますの

行っています。

で、是非この機会にご加入ください。

今年で傘の寄贈は２０回目ということで葛西

詳細については先月号の折込チラシをご覧い

憲之弘前市長から感謝状が送られ、女性会を代

ただくか、当所までお気軽にお問い合わせくだ

表して三上副会長が感謝状を受け取りました。

さい。

＜経営支援課＞

＜総務財政課＞

