４月１６日 ㈯ から弘前さくらまつり準まつり体制スタート！
！
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〒０３６−８５６７ 青森県弘前市上鞘師町１８−１
弘前商工会議所
TEL 0172(33) 4111

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

第２１３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、９２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
の経済は、２０年にわたる長期のデフレからの
脱却と成長経済への転換期を迎えているものの、
地方経済及び当地域においては依然として厳し
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。特に新年度に
おいては、人口減少社会が進展していくなかに
あっての行政とは異なる独自の子育て支援策の
実施について強力に進めていくとともに、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
を密にしながらスピード感をもって事業を進め
ていきたい」との抱負を述べるとともに、
「これ
らの事業を確実に推進するためにも、先の常議
員会において、この３月末日をもって弘前市役
所を退職される弘前市商工振興部長の高木伸剛
氏を４月１日付で常務理事に迎えることで選任
の同意をいただいた」と述べました。
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、マイナンバー制度導入に係
る規定の整備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２７年度の各

り組みとして、函館・弘前・松本・上田・下関・

会計補正予算案、平成２８年度の事業計画案並

北九州の魅力の異なる６商工会議所の連携によ

なお、欠員に伴う常議員の補充選任について

びに収支予算案等が審議され、原案通り承認さ

る事業の推進や同一商圏内にある近隣商工会議

は、㈱陸奥新報社代表取締役社長の三上知見氏、

れました。

所との連携をはじめ、７月に当地で開催予定の

つがる弘前農業協同組合代表理事専務の工藤文

事業計画では、独自の子育て支援策の実施と

東北六県商工会議所連合会定期総会の運営及び

明氏が３月３０日付で東奥信用金庫本店長白戸

して、会議所青年部において協議いただいた調

来る平成２９年の当所創立１１０周年記念事業の

均氏が４月１日付で選任されました。

査研究の成果としての事業計画素案の内容を精

検討等の取り組みを推進していくこととしてお

査しつつ、ひとり親家庭応援企業としてのＮＰ

ります。

Ｏ法人を設立してのシングルマザー、シングル
ファザーの経済的自立支援に資する事業の展開

また、平成２８年度予算については、一般会

万円の総額で６億８２４万円余りとなりました。

なお、総会の案件終了後には、日本商工会議
所並びに東北六県商工会議所連合会の永年勤続
役員議員表彰の伝達及び当所表彰規約に基づく

について承認決定されました。また、日本商工

計で７，
０００万円、相談所特別会計で５，
９４１万円、 永年勤続役員議員表彰と平成２７年度弘前ねぷ
事業特別会計で１億６，
１００万円、特定退職金共 たまつり参加に対する議員表彰もあわせて行わ

会議所が提唱している全国の商工会議所同士の

済特別会計で２億３，
０７０万円（掛金・給付金収

多様な連携による会議所機能の強化を目指す取

納含む）
、労働保険事務組合関係会計で６，
０８２

れました。
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（敬称略）

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
㈱陸奥新報社

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正副会頭の立会い

代表取締役社長

のもと御祓いの儀が執り行われ、長寿・還暦議

三上

員の益々の活躍と健康を祈願いたしました。

知見

懇親会の席上では、永澤会頭から長寿（喜寿・
古稀）と還暦を迎える議員各位に記念品が贈呈

よる乾杯のあとも終始和やかな雰囲気で懇談が

されました。引き続き喜寿の竹内昭三議員（㈱

進むなど、議員相互の親睦が図られました。

西村組）をはじめとする出席議員からお礼の言

なお、この祝う会は、平成４年に議員有志に

葉や今後の抱負などが述べられ、葛西弘前市長

よる「還暦の祝い」としてスタートして以来、

の祝辞、大河原弘前大学理事・副学長の発声に

今年で２４回目を数えることとなりました。

つがる弘前農業協同組合
代表理事専務

工藤

平成２８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

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

（珠算のみ）

珠

算

カラー
コーディネーター
福祉住環境
コーディネーター

２級
３級
２級
３級

環境社会
（ｅｃｏ検定）
日商PC
（文書作成・
データ活用・
プレゼン資料作成）

日商ビジネス英語

電子会計実務

試験回

試験日

申込受付期間

１～４級

第１４３回 ６月１２日（日） ４月 ４日（月）～ ５月１３日（金）

１～４級

第１４４回 １１月２０日（日） ９月１２日（月）～１０月２１日（金）

２～４級

第１４５回 ２月２６日（日）１２月１９日（月）～ １月２７日（金）

２〜３級

第７８回

７月 ９日（土） ５月 ９日（月）～ ６月１６日（木）

１〜３級

第７９回

２月１５日（水）１２月１２日（月）～ １月１９日（木）

段位

第１１７回

本店長

白戸

均

（敬称略）

暗算１級～１０級 第２０７回
段位

第１１８回

㈱さくら野百貨店弘前店

１級～１０級 第２０８回 １０月２３日（日） ８月１５日（月）～ ９月２３日（金）

店

暗算１級～１０級 第２０８回
段位

長

橋本

第１１９回

文宏

１級～１０級 第２０９回 ２月１２日（日）１２月 ５日（月）～ １月１２日（木）
暗算１級～１０級 第２０９回
第４０回

２～３級

第４１回 １２月 ４日（日） ９月２０日（火）～１０月２１日（金）

6,480円
4,320円

２～３級

第３６回

２～３級

第３７回 １１月２７日（日） ９月１３日（火）～１０月１４日（金）

5,400円

―

1,540円

東奥信用金庫本店

１級～１０級 第２０７回 ６月２６日（日） ４月１８日（月）～ ５月２６日（木）

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

キータッチ２０００テスト

実施級

文明

第２０回

新常務理事を選任

６月１９日（日） ４月 ５日（火）～ ５月 ６日（金）

７月１０日（日） ４月２６日（火）～ ５月２７日（金）

３月１７日の第２４回常議員会において、
新しい常務理事が選任されましたので
お知らせいたします。

７月２４日（日） ５月１０日（火）～ ６月１０日（金）

第２１回 １２月１８日（日）１０月 ４日（火）～１１月 ４日（金）

１級～
Ｂａｓｉｃ

常務理事

高 木 伸 剛

市内認定校で随時実施
〔１級のみ１０月２日（日）、２月１９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

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２日（日）、２月１９日（日）実施〕

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２日（日）、２月１９日（日）実施〕

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

弘前商工会議所事務局
人事発令について
（平成２８年４月１日付）

氏

名

新 職 名

旧 職 名

白戸孝之

中小企業相談所
主席経営指導員

事務局次長

花田涼香

中小企業相談所
情報調査課主事

中小企業相談所
経営支援課主事

荒田

涼

中小企業相談所
経営支援課主事

まちそだて課
主事

佐藤

亘 総務財政課主事

中小企業相談所
情報調査課主事

第705号

平成２８年４月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

3

全国で約１２０万人の経営者が加入 〜小規模企業共済〜
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。

・加入対象の条件

得から控除できます。

常時使用する従業員の数が２０人以下（商業・

・共済金の受け取り

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

・掛金

お気軽に相談を！
！
『なんでも相談会』

年金等の雑所得扱いとなります。

毎月の掛金は、１，
０００円～７０，
０００円の範囲内

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、

・掛金は全額所得控除

臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証

日常、業務を行う中で、許認可の必要性や

掛金は、その年に支払った全額が「小規模企業

その他、商取引でわからないこと、お困りの

共済等掛金控除」として、その年の課税対象所

方に無料相談会を開催しております。
●開 催 日

４月２０日㈬・５月１８日㈬

●時

間 １３：００〜１７：００

●場

所

●相 談 員
●相談内容

弘前の新社会人にエール

新入社員セミナーが開催され、地元企業への就
職を果たした約１１０名が新社会人への思いを新

行政書士

たにしました。

各種許可・登録申請、相続の手続き等について
※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＞



＜経営支援課＞

３月１１日、平成２７年度新規就職者激励大会・

桔梗行政書士事務所
法人の設立、建設業の許可申請他

人不要で受けられます。

～新規就職者激励大会・新入社員セミナー開催～

当所５階相談コーナー
竹内知弘

・担保・保証人不要で貸付制度が利用可能

（５００円単位）で自由に選べます。

大会の冒頭に、蛯名正樹弘前副市長からお祝
いの言葉、当所永澤弘夫会頭から激励のメッセ
ージが贈られました。
その後、ビジネスマナー講師浜田理美氏が
電話応対マナー研修と題し、電話応対を指導し
ました。相手にしっかり伝える為の表情の作り
方、振る舞い、発声方法を指導しました。その

日本弁護士連合会では、全国共通電話番号に

激励のことばを述べる永澤会頭

中で、相手の身になり考えることが仕事であり、

よる中小企業向け法律相談（面談）予約サービ

それを表現するのがマナーであるということを

持ちの高め方を指導しました。その中で、心の

スの「ひまわりほっとダイヤル」を運営し、全

伝えていました。

状態を良い状態に保つために、姿勢を正すこと

国の中小企業に対する法的支援に努めており

引き続き、チームフロー認定メンタルコーチ

や、ポジティブな言葉を使うなど気持ちのリセ

津村柾広氏が「仕事を１０倍楽しくする！ヤル

ットをすることが大事であるということを伝え

想定外のトラブルでビジネスチャンスを逃さ

気のスイッチの入れ方」と題し、仕事への意欲

ていました。

ないために、弁護士にできることがあります。

の上げ方や、最も効率の良い仕事をする為の気



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。

＜情報調査課＞

東 日 本 大 震 災 から５年 を 迎 えて
日本商工会議所 三村会頭からのメッセージ

東日本大震災から５年が経過しました。改めまして、震災により亡くなられた方のご冥福を心
からお祈り申しあげますとともに、被災された皆様、特に、いまだ仮設住宅などで避難生活を送
受付時間
られている皆様に、お見舞いを申しあげます。
平日１０
：
００～１２
：
００／１３
：
００～１６
：
００
被災地全体で見れば、住宅再建はピークを迎え、被災企業の施設・設備もほぼ復旧しつつあり
℡０５７０−００１−２４０
ます。しかしながら、震災時の被害状況の違いや、土地区画整理の調整状況、業種ごとの需要や

＜経営支援課＞
雇用の動向の違いなどにより、この５年の間に、地域間・業種間で復興の進捗に大きな差が生じ
金融・不動産部会
ています。さらには、風評被害がいまだ続く一方で、震災の風化も懸念されています。今後は、
金融経済情勢講演会を開催
金融・不動産部会（杉山大幹部会長）では弘 これまで以上に、地域の実情にきめ細かく対応した効果的な支援が必要になります。
さて、全国の商工会議所は、震災直後から、５１４商工会議所のネットワークを活かして、救援
前金融団との共催による「金融経済情勢講演会」
物資や義援金の寄贈、経営指導員の応援派遣、遊休機械無償マッチング支援プロジェクトなど、
を３月４日にラグリーで開催しました。講師に
状況に応じた被災地の復興支援に全力で取り組んでまいりました。こうした全国的な取り組みと
は日本銀行 山口智之青森支店長をお招きし、国
同時に、個々の商工会議所による独自の支援が多数行われ、それまでにはなかった「地域を越え
内外の金融経済情勢と青森県の景気動向につい
た連携」が生まれました。また、東北六魂祭や伊達な商談会をはじめとする地域の観光資源や産
て講演をしていただきました。
品などをＰＲする取り組みにより、全国、そして世界の人々に、
「東北の魅力」が、これまでにな
中国をはじめとした海外の経済動向が日本に
く強力に発信されていることは、誠に心強い限りであります。
与える影響や有効求人倍率の推移、県外流出人
被災地の皆様におかれましては、大変なご苦労を伴うこととは思いますが、このように新たに
口の推移、大型小売店の販売額比較、延べ宿泊 築かれたつながりや枠組みを活用しつつ、引き続き、地域自らが復興に向けて力強く取り組んで
者数と宿泊者に占める外国人の比率など各種デ いいただき、その姿をアピールしていただきたいと思います。
ータを基に全国と青森県を比較分析し、県内の
今後、我々がすべきことは、
「震災復興の経験に学び続けること」ではないかと思います。
「災害
景気動向について解説。また、日銀のマイナス でストップした事業を立て直す」
、
「失った販路を取り戻す」
、
「まちのにぎわいを甦らせる」など、
金利政策の効果についても解説していただきま 震災復興の経験に学ぶ姿勢を持ち続け、被災地に「行き、知り、動く」ことを続けることが、風
した。
評を拭い、風化を防ぎ、ひいては被災地の真の復興につながると考えます。
講演会には９９名が出席、講演後には懇親会
私自身、今後も、被災地を訪問し、引き続き、先頭に立って復興支援に取り組んでまいります。
も実施し、参加者同士が意見を交わし懇親を深
常に前を向いて、一緒に歩み続けましょう。
平成２８年３月
日本商工会議所 会頭 三村 明夫
めていました。
＜経営支援課＞
◎全国共通専用ダイヤル
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平成２８年４月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

「古都ひろさき花火の集い」を開催いたします。
今年も県内外の皆様、また市民の皆様に元気を
与えることができるような花火大会にしたいと
思います。
日

時

平成２８年６月１８日㈯
１９：３０打ち揚げ開始

会

場

岩木川河川敷運動場

◯４月２８日㈭より個人チケット販売開始！

金森赤レンガ倉庫でのＰＲ

駅前メインステージでねぷたの披露

３月２６日、遂に北海道新幹線が開業し、北

函館駅前メインステージ、金森赤レンガ倉庫

海道から九州まで高速鉄道網で結ばれました。

や函館山ロープウェー山麓駅などでは、弘前市

八戸・新青森に次ぐ「第三の開業」となった

職員有志「七夕会」メンバー約２０名によるね

県内では、新駅である「奥津軽いまべつ駅」を

ぷた囃子と担ぎねぷたの運行が披露され、多く

はじめ、新青森駅・弘前駅などで様々な開業祝

の函館市民が歓声を上げていました。

賀イベントが開催されました。

新青森駅～新函館北斗駅間を最速１時間１分

当所は弘前市や観光・物産関係者で構成され

で結ぶ高速鉄道の誕生で、今後観光・ビジネス

る約５０人のミッション団の一員として、３月

の分野のみならず、青函圏は多方面での交流拡

２５日～２７日の３日間訪函しました。

大が期待されます。

弘前市ミッション団は函館駅前で開催された

７月からは青森県・函館デスティネーション

開業記念イベント「つながるニッポン祭り」に

キャンペーンが始まります。函館市との絆をさ

おいて、アップルパイをはじめとした市内の銘

らに深め、当所としても両市の発展に繋げられ

企 業 広 告 協 賛 募 集 中！
招待観覧席・当日パンフレット広告・会場アナ

果を販売。また函館市内各所や木古内駅に分か

るような取組みを進めてまいります。

ウンス等各種特典あり！

れ、観光パンフレットやカットりんごの配布で



折込チラシよりお申し込みください。

弘前市のＰＲを展開しました。

＜まちそだて課＞

ほか、企業ＰＲ花火・願掛け花火も募集中！
詳しくは事務局までお問い合わせください。
■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


＜情報調査課＞

弘前市に１２０本の傘を寄贈

当所女性会（三上美知子会長）は３月１８日、
弘前市に対し１２０本の雨傘の寄贈をおこない
ました。
この雨傘は、弘前公園に訪れる観光客を始め
とした来園者に役立てていただくために寄贈し
ております。
毎年女性会で実施しているチャリティーダン
スパーティー等の収益金の一部で傘を購入して
おり、傘のビニール部分にはさくらまつりをイ
メージさせるピンク色の桜がプリントされてお
ります。
当日は、三上会長を始め５名の会員が出席し、
参加者を代表して会長が市長に目録と雨傘を渡
しました。この事業は平成７年の屑籠寄贈から
始まり、今回で２２回目を迎え、傘の累計寄贈
本数は２３６０本となりました。


＜経営支援課＞

