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（購読料は会費の中に含まれています。）

第２１４回通常議員総会が６月２８日の午後３

動が展開され、商品券発行により１５億円余り

議案審議では、監事より監査報告をいただい

時から当所２階大ホールで開催され、９３人の議

の消費の拡大が図られたところであります。こ

たあと、平成２７年度の事業報告並びに一般会

員（委任状含む）が出席しました。

れら平成２７年度事業に成果をあげることがで

計はじめ各会計の収支決算状況及び１千万円余

開会にあたり永澤弘夫会頭が挨拶に立ち、

きましたのも、議員はじめ会員各位のご理解と

りの剰余金処分案についての説明がなされ、い

「平成２７年度をかえりみると、わが国経済は

ご支援の賜物であります。なお、現在の役員議

ずれも原案通り承認されました。

ようやくデフレ脱却への道筋が見えてきたとこ

員の任期も残り４ヶ月余りとなりましたことか

また、３名の欠員が生じることとなった常議

ろでありますが、当地域経済は依然として厳し

ら、１１月１日の組織会に向けての議員改選にご

員については、株式会社青森銀行取締役弘前地

い状況が続きました。このような中で当商工会

協力をお願い申し上げます」と述べました。

区営業本部長の石川啓太郎氏、青い森信用金庫

議所は地域を先導する弘前商工会議所を行動指

議事では、はじめに報告事項として議員職務

執行役員弘前津軽地区本部長の木村譲二氏、東

針に掲げ、関係各位のご協力を得ながら引き続

執行者の変更届出や商工技術検定委員及び小規

日本電信電話株式会社弘前支店長の奈良真喜子

き中期行動計画に基づく諸事業を積極的に展開

模企業振興委員等の委員委嘱案件のほか、新規

してまいりました。特に、人口減少社会の進展

高等学校卒業予定者に対する早期求人提出等に

氏が補充選任されました。
～永澤会頭が３期目続投を表明～

に伴う商工会議所独自の子育て支援事業の実施

関する協力要請などの庶務報告がなされました。

に向けては、商工会議所青年部での協議に基づ

特に、子育て支援事業の実施については、こ

く事業計画素案を基本に検討を重ね、ＮＰО法

のたびＮＰО法人設立に関する準備が整い、６

永澤会頭は、
「ひとり親家庭の子育て支援事業

人を設立しての新年度からの事業実施について

月１６日に特定非営利活動法人マザーフィール

をはじめ、平成２８年度以降も当商工会議所の

機関決定したところであります。また、全国的

ド設立総会を開催、永澤会頭が理事長に就任す

事業課題は山積している。わたくしは、これら

に実施されたプレミアム商品券事業については

ることで、６月中に申請を行うことが報告され

の課題を解決するため、１１月１日以降も皆様と

当地域においても市内各所において販売促進活

ました。

ともに汗を流してまいりたいと考えております

このたびの議員総会の開会の挨拶の中で、永
澤会頭が３期目続投を表明いたしました。

ので、ご理解のほどをよろしくお願いします」
と述べ、出席者からは賛同の拍手が沸き起こり
ました。
今年度は３年に１度の役員・議員の改選期と
なり、今後７月の常議員会で議員選挙日程を決
定後、１１月１日の組織会に向けて改選作業が進
められていきます。
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平成２８年７月１５日

生活商業部会・医療福祉専門サービス部会共催「津軽ダム合同視察研修会」
（敬称略・議席番号順）

６月１４日、生活商業部会（石川雅祥部会長）
と医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会

東日本電信電話㈱弘前支店

長）共催による津軽ダム合同視察研修会が開催

支店長

され、８名の参加がありました。
津軽ダム工事事務所の方に随行していただき、

奈良真喜子

関係者以外は立ち入ることのできないダムの堤
防の上で迫力のある景色を堪能しながら見学し
ました。
その後、津軽大橋を経由して白神山地ビジ

青い森信用金庫弘前・津軽地区本部

ターセンターやＢｅｅｃｈにしめやへ向かいま
した。

四季を観覧でき、非常に有意義な視察会となり

白神山地ビジターセンターでは巨大スクリー
ンで臨場感のあるサウンドと映像で白神山地の

第31回

ました。


執行役員本部長

木村

譲二

＜総務財政課＞

ちびっ子ねぷたのお通りだい開催

弘前市内の保育園児たちが制作したねぷたを
土手町通りで披露する「ちびっ子ねぷたのお通

き、子どもたちの運行をご覧ください。
◆日

時

りだい」
（主催：同実行委員会）が今年も開催さ
れます。

㈱青森銀行弘前地区営業本部

平成２８年７月２４日㈰

取締役弘前地区営業本部長

１４：５０～１６：００（予定）
◆コース

今年、３１回目となるこのイベントは、弘前ね

旧弘前市役所土手町分庁舎（集合・

石川啓太郎

出発）→土手町→一番町→桜大通り

ぷたまつりのオープニングとして、また次代を

（解散）

当所主催イベントへのご協賛ありがとうございます

担う子ども達のまつりへの参加意識を高め、弘

◆その他

前ねぷたの保存継承に寄与するものとして開催

◆お問い合わせ

されております。

（公社）弘前青年会議所内

「Ｔｈｅ津軽三味線２０１６」
、
「ひろさきりんご

ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会事務局

ハロウィン２０１６」
、
「２０１６津軽の食と産業ま

ＴＥＬ

つり」にご協賛いただいた方、ならびに事業所

本年も、７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

小雨決行（決定は１２：００）

当所実施の「ファッション甲子園２０１６」、

０１７２（３４）４４５８ ＜まちそだて課＞

青森県商工会議所女性会連合会総会 弘前大会

の皆様、ご協力ありがとうございました。

歓迎の挨拶を
述べる三上会長

平成２８年度青森県商工会議所女性会連合会
総会が６月１７日にフォルトーナで開催され、
県内各地の会員が一堂に会しました。毎年の開
催地は持ち回りとなっており、今回の弘前大会
では、県内７商工会議所女性会から１１０名の
ご参加をいただきました。
総会後恒例となっている講演会では、弘前市
公園緑地課の職員を講師に招き、弘前城本丸石

【協賛企業・個人協賛のご氏名】
（順不同・敬称略）
㈱永澤興業、前田酒類食品販売㈱、㈱弘前公益
社、㈱マルノ建築設計、三ツ矢交通㈱、㈲弘前
こぎん研究所、弘前ガス㈱、㈱ムジコ・クリエ
イト、㈲二唐刃物鍛造所、㈱堀江組、㈱朝日会
館、㈱大川地建、アップルウエーブ㈱、富士建
設㈱、カネショウ㈱、税理士法人ライズファー
ム、㈱弘前天賞堂、青森三菱電機機器販売㈱弘

垣修理を活かした地域おこしについて知識を深

た。ご来賓の祝辞をいただき乾杯の後、ご当地

前支店、小山せんべい店、㈱大伸管工業所、藤

めました。

○×クイズ、当所女性会の演舞・ダンスなど、

村機器㈱、㈱八木橋薬局、合同会社西谷、㈱青

その後の懇親会は、市内でシャンソン酒場を

会場は大いに盛り上がりました。ブーケ片手に

南商事、㈱山武、弘前電気工事㈱、六花酒造㈱、

経営する秋田漣さんのトーク＆シャンソンショ

披露した弘前音頭を締めくくりとし、女性会ら

弘南バス㈱、㈱スコーレ、㈱小林紙工、㈲三浦

ーでスタート。開催地会長の三上美知子弘前商

しい華やかな懇親会となりました。

造園、㈱南建設、㈱第一ビル管理センター、つ

工会議所女性会会長から歓迎の挨拶がありまし



がる弘前農業
（協）
、弘前地区電気工事業
（協）
、

＜経営支援課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４６６件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

㈱介護サポート、津軽警備保障㈱、㈱弘前丸魚、
弘前銘醸㈱、キタエアップル㈱、㈱日産サティ
オ弘前、ニッカウヰスキー㈱弘前工場、㈱光美

電灯レスキュー㈱

田中

尚志

弘前市駅前二丁目３−４０ サンジョイマンション２Ｆ

電気工事業

容化学、㈱アルク、㈱エスケイケイ総合研究所、

中竹工業

中竹

伸之

弘前市清原四丁目１４−１ セントラルハウスＣ−３

ソーラーパネル組立

㈱大高住設、㈱ユアテック弘前営業所、㈱陸奥

㈲野の庵

佐藤

彰

弘前市五十石町５７

飲食業

Ｂ．
Ｇ．
Ｃ．
ブラックガーリックカンパニー

中村

哲男

弘前市城西五丁目１３−７

黒ニンニク及び黒ニンニク加工品の製造・販売

新報社、弘南観光開発㈱、㈱ラグノオささき、

ＮＲＴ工業

成田

浩平

弘前市稲田一丁目３−２７ プロミネント弘前２０７

足場組立、鉄骨建方工事

白神想研㈱

米澤

淳一

弘前市城東北一丁目１−２５ トレニア２Ｆ

３Ｄプリンタ出力業務等

㈱カーテクノ弘前

今井

伸哉

弘前市熊嶋字亀田１５３−２

自動車鈑金・塗装

ｘ、フジプラント㈱、マックスバリュ東北㈱、

㈲牧野保険事務所

牧野恵一郎

弘前市広野二丁目２６−３

損害保険代理店

青森放送㈱弘前支社、㈱青森テレビ弘前支社、

本多

北海道札幌市中央区大通西六丁目１０−１

不動産業

東和電材㈱、日興運輸㈱、Ｋ－ｂｅａｕｌａ

青森朝日放送㈱弘前支社、㈱ミナミ、Ｐｅｔｉ

新入特別会員
セントラルリーシングシステム㈱

（一財）
愛成会、弘前糖業㈱、㈱津軽衛生公社、

貞直

ｔｂｏｕｒ、㈱鳴海紙店、弘前東栄ホテル、弘
前建設業協会、弘前国際ホテル、竹浪釣具店、
竹浪板金店、㈱さくら野百貨店弘前店、東奥信
用金庫、弘南建設㈱、イマジン㈱、㈱三喜屋、
㈱産交、㈱石郷岡、㈱かさい、弘前建築組合、
㈱シバタ医理科、玉田内科医院、弘果弘前中央
青果㈱、和電工業㈱、北星交通㈱
※６／２７現在

第708号

弘前かいぎしょ TODAY
ホームページに補助金・助成金等の
最新情報をＵＰしました。

平成２８年度会費納入のお願い
平成２８年度会費の納入はお済みでしょうか？
納入期限は７月１５日までとなっております。お送
りしている振込用紙での納入をお願いいたします。
お振込みの際は、振込用紙に記載されている金融
機関のご利用いただくと、手数料無料でご納入いた
だけます。
なお、本年は議員改選の選挙年となっておりま
す。実施にあたって選挙権・被選挙権ともに会費を
お納めいただくことが必要となります。
つきましては、納入期限以降、お振り込みを確認
できない事業所様へは、当所職員が直接お伺いさせ
ていただきますので、よろしくお願いいたします。
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平成２８年７月１５日

お気軽に相談を！！
『なんでも相談会』

当所ではＨＰに「国、県等の補助金・助成金・
融資情報、イベント・セミナー・研修情報」の
バナーを開設しました。これは「青森県リレバ
ン推進情報メールマガジン」を基に、みなさま
の経営に役立つ最新の情報を提供するものです。
是非ご覧になってください。
また、弘前市の補助金・助成金等の情報につ
いても、市 ＨＰとリンクしておりますので、
○ 市ＨＰトップページ > 働く・産業 > メニュー
○ 市ＨＰトップページ > 市政情報 > 計画・取り
組み > 商工・観光の中小企業応援ガイドブック
から必要な情報をご覧ください。
弘前商工会議所ホームページ
http://www.hcci.or.jp

日常、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。
●開 催 日

７月２０日㈬・８月１７日㈬

●時

間 １３：００〜１７：００

●場

所

●相 談 員

当所５階相談コーナー
桔梗行政書士事務所
行政書士

●相談内容

竹内知弘

法人の設立、建設業の許可申請他

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

こちらをクリック



にご連絡ください。

＜経営支援課＞

＜経営支援課＞

事業資金には“ マル経融資 ”（小規模事業者経営改善資金）
おり、税務申告をしている

マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善
をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

２従業員が５人以下の商業・サービス業、２０人
以下の建設業・製造業・その他の業種

工会議所の審査会を経て推薦、無担保・無保証
人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫の

３原則として６カ月以前から商工会議所の経営

◇法定調書へのマイナンバーの記載が必要にな

融資制度の一つです。

りました◇

仕入資金、買掛金・手形の決済、給料の支払、 ４納付すべき税金をすべて完納している
５００万円を超える申込みの場合は事業計画
店舗の改装、車両・機械の購入等事業資金とし ５１，

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導
入により、平成２８年１月１日以降に支払いが

指導をうけており、経理内容が明らかである

確定した報酬や不動産の賃借料等の支払いに関

融資限度額は２，
０００万円、利率１．
３０％（４月

する法定調書には、支払いを受ける個人の方の

１３日現在）、返済期間は運転資金が７年以内、

氏名や住所のほか、マイナンバー（個人番号）

設備資金が１０年以内と大変有利な制度です。
申し込みいただける方は
１弘前商工会議所管内で１年以上事業を営んで

の記載も必要となりました。
個人の方に対して報酬や不動産の賃借料など
一定の支払いをする方が、これらの支払いに関
する法定調書を税務署に提出する場合には、法

書の作成が必要になります

て様々な用途にご利用いただけます。

＊＊＊＊＊

初心者向け

はじめてご利用の方へ
融資を受けるには、従前から商工会議所の経
営指導を受けていることが必要です。
当所の経営指導員にお早目の相談をおすすめ
します。

＜経営支援課＞

知的財産権制度説明会２０１６開催について

＊＊＊＊＊

定調書に支払いを受ける方のマイナンバーの記

特許庁が知的財産権制度を広く一般に普及す

載が必要ですので、支払いを受ける方からマイ

ることを目的に、初心者向けの知的財産制度説

http://www.jiii.or.jp/h28_shoshinsha/

ナンバーの提供を受ける必要があります。

明会を開催します。特許や商標などの知的財産

お申し込みフォームに必要事項をご記入のう

権の基礎的な内容について学びたい方、興味が

え、送信してください。開催日２日前まで受

ある方は、ぜひこの機会にご参加ください。

付いたします。なお、定員になり次第締め切

開催日

平成２８年８月２６日㈮

ｉ
ｌ
らせていただきます。電話、ＦＡＸ、Ｅ−ｍａ

場

観光物産館アスパム（４階十和田）

でもお申し込みが可能です。詳しくは、知的

青森市安方１−１−４０

財産権制度説明会運営事務局までお問い合わ
せください。

また、マイナンバーの提供を受ける場合に
は、本人確認を行う必要があります。
これらの詳しい内容は、国税庁ホームページ
をご覧ください。http://www.nta.go.jp

受講訓練
受講期間
１

２

３

４

はじめての介護
職員初任者研修科
３ヶ月
はじめての介護
職員初任者研修科
３ヶ月
はじめての介護
職員初任者研修科
３ヶ月
はじめての介護
職員初任者研修科
３ヶ月

住所

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

普通自動車免許
大鰐町
介護職員初任者研修
普通自動車免許
弘前市 介護職員初任者研修
アロマテラピー
弘前市

普通自動車免許
（ＡＴ限定）
介護職員初任者研修
ワード２級・エクセル３級 販売
秘書検定２級

平川市

普通自動車免許
介護職員初任者研修

経理実務科
弘前市
５ヶ月

６

経理実務科
普通自動車免許
弘前市
５ヶ月
ワード３級

７

経理実務科
弘前市
５ヶ月

８

経理実務科
５ヶ月

スキルアップ
ＯＡ事務科
４ヶ月
スキルアップ
１０ ＯＡ事務科
４ヶ月

１０年５ヶ月

受付・接客１年５ヶ月
小売業 ３０年１０ヶ月

普通自動車免許
（ＡＴ限定）販売・クリーニング１１ヶ月
エクセル３級・ワード３級
飲食店ホール係 ５年
日商簿記３級
会計ソフト３級
飲食店マネージャー４年

５

９

調理
１ヶ月
販売 ６年１０ヶ月
製造
２年
案内係
１ヶ月
リラクゼーションスタッフ８ヶ月
接客
１年

１５
弘前市
平川市
１５
弘前市内
・近郊
１５
弘前市内
周辺
２０
弘前市
及び近郊
１２
弘前市内
・近郊

製造組立 ３ヶ月
２０
販売 ２年６ヶ月 県内外

普通自動車免許・情報処理検定
舞台設営
６ヶ月
ＰＣ使用技術検定３級程度
６ヶ月
エクセル３級・ワード３級（サーティファイ） 飲食店店員
電子会計実務検定３級
レンタル店店員１０ヶ月

１４
弘前市、
関東圏
普通自動車免許
事務兼販売員
２年
１０
簿記会計１級・珠算１級
平川市 日商簿記３級
清掃・フロント業務 ８ヶ月 平川市
ワード２級・エクセル３級 オペレーター
５ヶ月 弘前市
普通自動車免許
事務
４ヶ月
９
弘前市 英検２級
事務
１年（パート）
ワード２級・エクセル２級 事務
２年 弘前市内
普通自動車免許
一般事務 ３ヶ月
１５
弘前市 ワード２級・エクセル２級 医療事務 ６ヶ月
弘前市内
医療事務
調剤事務 １３年

※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。

所

時

間

１３：３０～１７：００

講

師

特許庁産業財産権専門官

内

容

知的財産権・特許・実用新案の概要

〇お問い合わせ・お申し込み先
知的財産権制度説明会運営事務局

意匠・商標制度の概要

（一般社団法人発明推進協会）

知的財産権の活用、各種支援策の紹介

〒１０５−０００１ 東京都港区虎ノ門２−９−１４

参加費

無料

定

５０名

員

お申し込みフォーム

ＴＥＬ０３−３５０２−５４３６


＜経営支援課＞
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平成２８年７月１５日

ファッション甲子園２０１６入場券販売中です
高校生のファッション全国№１
を競う「ファッション甲子園」が
８月２１日㈰に弘前市民会館で開
催されます。
第１６回を迎える今年は、全国
１４１校・３，
１９０点のデザイン画
の応募があり、書類選考によって
選ばれた３５点（２８都道府県３２
校３５チーム）が弘前に集い、フ
ァッションショー形式の公開審査
で上位を競います。
青森県からの出場は４校５チー
ム。弘前市からは、弘前実業高校
から２チームと柴田女子高校から
１チームが出場します。
今年のゲスト審査員は、
「ＡＴＳＵ
ＳＨＩ ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ」のデザイ
ナー・中島篤氏と、ファッションデ
ィレクターの麥田俊一氏の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
中島篤氏が手掛けるブランド
「ＡＴＳＵＳＨＩ ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ」
の２０１６−１７秋冬コレクションとなっていま
す。その他、昨年度大会優勝作品展示や出場校
デザイン画展示、過去大会の優勝作品写真展示
なども行います。

津軽三味線３００人大合奏をメインに、民謡や

入場券は一律５００円・全席自
由で、ご購入いただくとどなたで
もご覧いただけます。
【第１６回全国高等学校ファッシ
ョンデザイン選手権大会（ファッシ
ョン甲子園２０１６）入場券販売所】
〈弘前市〉弘前商工会議所/弘前
市まちなか情報センター/さくら
野百貨店弘前店/弘前市立観光館

６月１８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
インフォメーション/中三弘前店/
弘前大学生協シェリア店/ヒロロ ト弘前などで構成）が主催する第１１回古都ひ
１階インフォメーション/弘南鉄 ろさき花火の集いが開催されました。
当日は天候が心配されましたが雨が降ること
道弘前駅・弘前中央駅
〈五所川原市〉ＥＬＭインフォメ はなく会場には５万８千人が訪れ、午後７時か
らの開会セレモニーのあと打ち揚げが開始され
ーション
ました。
〈青森市〉成田本店しんまち店/
今年も全国有名花火師制作の名人尺玉共演に
ショッピングタウンサンロード青
より、名人技の華麗な花火が打上げられ、ダン
森（１階総合サービスカウンター）
スやよさこいチームの演舞と花火のコラボレー
〈八戸市〉ラピア
ションもあり、会場は大いに盛り上がりました。
イベントの詳細はホームページ
最後はフィナーレワイドスターマイン「古都
でもご覧いただけます。
ひろさき花火の集い この想いを花火にのせて
ファッション甲子園ホームページ
…」を打ち揚げ弘前市の夜空を鮮やかに彩り無
http://www.f-koshien.com/
事終了いたしました。
ファッション甲子園実行委員会事務局
ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局
＜情報調査課＞

＜まちそだて課＞ 

チケット販売所

手踊り等、当地の文化・芸能を披露するステー

ＪＲ東日本びゅうプラザ／ヒロロ１階インフォ

ジイベント「Ｔｈｅ津軽三味線」が今年も下記の

メーションコーナー／イトーヨーカドー弘前店

とおり開催されます。

５階サービスカウンター／さくら野百貨店弘前

毎年、東北各地や首都圏、北海道から約１，
５００

店１階インフォメーション／弘前中三１階イン

人を超える来場者を迎えて開催されている観光

フォメーション／弘前市立観光館／まちなか情

イベント「Ｔｈｅ津軽三味線２０１６」
、チケットは

報センター／弘前市民会館／弘前商工会議所

７月１日から販売中です。

※上記の他に、Ｔｈｅ津軽三味線ホームページか

開催日：平成２８年９月２４日㈯

らもチケットが購入できます。

時

間：昼の部：開演１４：００～（開場１３：３０）

詳しくは『Ｔｈｅ津軽三味線２０１６』で検索

夜の部：開演１７：３０～（開場１７：００）

いただくか、当所ホームページにリンクバナ

場

所：弘前市民会館大ホール

ーがございますので、ご確認ください。

入場料：Ｓ席３，
０００円（税込）※全席指定

［お問い合わせ］

Ａ席２，
０００円（税込）※全席指定
出

演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局


＜情報調査課＞

毎週日曜朝６時から、えきどてプロムナード
にて開催されるおなじみの朝市が弘前上土手町
商店街振興組合主催のもと、
「かみどて朝市」
と名称を一新させ、新体制でスタートしまし
た。好評の振る舞いサービスは毎週朝７時から、
また１，
３００円分のお買物券が１，
０００円で購入
できるお得な「あさいちお買物券」を会場にて
数量限定販売しております。
また、土曜午後３時からは土手町コミュニテ
ィパークポム広場にて「したどて夕市マルシェ」
が開催中です。堀越青空市場、清野袋の清野さ
んほかおなじみの生産者による新鮮野菜はリピ
ーターが続出するほどの人気です。
生産者との交流も楽しめる朝市＆マルシェを
ぜひご利用ください。
かみどて朝市
開催日：毎週日曜朝６時から８時半（９月末
まで）
場 所：えきどてプロムナード（上土手町側）
～出店者募集～かみどて朝市では出店者を随時
募集しております。募集要項、詳細はＨＰまた
は下記実行委員会までご連絡ください。
《かみどて朝市実行委員会》
ＨＰ：www.kamidote-asaichi.com
ＴＥＬ：０９０−９７４５−７９５７
（亀尾）
したどて夕市マルシェ
開催日：毎週土曜午後３時から４時（１０月末
まで）※売切れ次第終了
場 所：土手町コミュニティパークポム広場

弘前市中心市街地活性化協議会担当

＜まちそだて課＞

