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～３４年ぶりに１号議員選挙を執行～

開票作業の様子
任期満了に伴う定数５０人の１号議員の選任
について、立候補者が定数を上回ったことから、
１０月２４日に弘前商工会議所会館において選挙

新会頭に選任された清藤哲夫氏
任期満了に伴うこのたびの議員改選を受け、

当日は、はじめに会頭の選任方法についての

第２１５回臨時議員総会（組織会）が１１月１

審議が行われ、先に開催の総務委員会の審議結

日、当所会館２階大ホールで開催されました。

果としての永澤会頭の推薦とする提案が承認さ

この日は議員９４人（委任状による代理出席

れました。引き続き、総務委員会からの提案と

含む）が出席、会頭選任についての審議を行い、 して「議員による信任投票の実施」について議
第４３代会頭に、清藤哲夫氏（株式会社弘前公 場に諮ったところ、議員より、これまでの慣例
益社代表取締役）が選任されました。

による「拍手による信任」とするべきとの意見

このたびの会頭の選任に関しては、臨時議員

が出されたため、議長判断により起立採決を行

総会において複数の立候補者が予定されている

った結果、過半数の賛成を得た拍手による信任

状況を受けて、これまで会頭の選挙による選任

により、副会頭の清藤哲夫氏を新会頭に選任い

に関する手続きが定められていないことから、

たしました。

総務委員会の審議を経て、１０月２１日開催の常

選任を受けて清藤会頭は「これまで地域に育

議員会において、選挙による会頭の選任に関す

てていただいた恩に報いるために尽力したい」

る規約が新たに制定承認されました。同規約に

との抱負を述べるとともに、
「今後の商工会議所

基づき直ちに立候補の受け付けを行ったところ、 運営について、各会員企業の活動を尊重し、会
永澤弘夫氏と清藤哲夫氏から立候補届出が提出 議所役職員はもとより、議員・会員の総意のも
されました。その後、１０月２７日において永澤

とで、その活動が企画・立案・実行されることが

会頭と清藤副会頭の記者発表が行われ、永澤会

商工会議所活動の原点である」と挨拶しました。

頭が清藤副会頭を次期会頭に推薦する意向を明

なお、会頭職以外の副会頭、専務理事、常議

らかにしたことから、規約の審議を行った総務

員、監事の役員人事については、２週間以内に

委員会では、この記者発表により両候補とも立

臨時議員総会（組織会）を再度開催して選任い

候補を辞退したものと受け止め、臨時議員総会

たします。

における会頭の選任方法について１０月２８日

清藤会頭のプロフィール、運営方針について

の正副委員長会議において審議が行われました。 は次号で改めて紹介いたします。

を執行、投開票の結果、同日に当選人が決定い
たしました。名簿は下記のとおり。
１号議員選任名簿（仮議席番号順）
〔任期：平成２８年１１月１日〜平成３１年１０月３１日〕

㈲イーエム総合ネット弘前
㈲山形商店
㈱佐藤長
ニッカウヰスキー㈱弘前工場
㈱ユニバース堅田店
協同組合 日専連弘前
㈱クロベ
㈲弘前こぎん研究所
㈲二唐刃物鍛造所
㈱マルノ建築設計
㈱アルク
㈱西村組
㈲工由工務店
青森三菱電機機器販売㈱弘前支店
和電工業㈱
㈱大高住設
㈱エクラン一級建築士事務所
富士建設㈱
㈱弘前水道
㈱ユアテック弘前営業所
㈲三浦造園
東弘電機㈱
東和電材㈱弘前営業所
税理士法人ライズファーム
アクサ生命保険㈱弘前営業所
㈱アート不動産
油川社会保険労務士事務所
㈱ひろさき元気会計
㈱日産サティオ弘前
サンライズ産業㈱
㈱寺崎自動車
㈱弘善商会
ワーク物流㈱
（公社）
弘前市物産協会
㈱ホテルニューキャッスル
㈲吉陣
㈱光美容化学
㈱シバタ医理科
㈱津軽衛生公社
㈱栄研
㈲東北クリーン
㈱オアシス
㈱弘前ドライクリーニング工場
津軽警備保障㈱
（一財）
愛成会
㈱ディーエス開発
㈲小野印刷所
㈱新日本教材社
宗教法人 専徳寺
アップルウェーブ㈱

2

第712号

平成２８年１１月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
＊

＊

＊

＊

＊

＊

特定非営利活動法人マザーフィールドが誕生
＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊
＊

＊
＊

＊

＊
＊

かねてより青森県に対し、ＮＰＯ法人の設立認

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

展開することを目的としております。

証を申請していた特定非営利活動法人「マザー

６月１６日に設立総会を開催して以来、当所に

フィールド」（永澤弘夫理事長）は無事、当局

設置された「ひとり親家庭応援企業創業準備委

の認証を受け、青森地方法務局に法人登記を行

員会（北村裕志委員長）を通じて事業の審議な

い、９月１６日付けで正式に法人として発足い

ど準備を進めてまいりました。

たしました。

１０月１４日には、第１回理事会を開き、２８年

このＮＰＯ法人は、地域の将来を担う子供たち
が未来に明るい夢を持ち生活できる社会の実現

度予算案及び事業計画案、マザーフィールド会
員募集について審議いたしました。

に向けて、ひとり親家庭の子育てに対する行政

マザーフィールドでは、ＮＰО法人組織の基

とは異なる支援体制を構築するとともに、自立

盤の確立のため、当所議員、会員、一般市民の

を目指す人たちが高いモチベーションを持って

幅広い支援を必要としており、同法人への入会

働くことができる場を創造・提供すべく、社会

を呼びかけていきます。

的信用を積上げながら営利を目的としない幅広



ＮＰＯ法人マザーフィールド担当

い活動により地域に貢献していくための活動を



＜情報調査課＞

弘前の魅力発信ホームページコンテスト
情報・教育文化部会主催事業 『弘前感交劇場』
最優秀賞・優秀賞作品決定！

作品名「何度食べてもおいしい街ひろさき」

１０月６日、情報・教育文化部会（鈴木順三
部会長）では役員会を開催し、「『弘前感交劇

弘前大学教育学部附属中学校

場』弘前の魅力発信ホームページコンテスト」

チーム：◎あおいうみ◎

最優秀賞・優秀賞作品の選定を行いました。

作品名「表情ゆたかな街ひろさき」

事前に行われた当所議員・当部会員による作

青森県立柏木農業高等学校

古都「弘前」と「日本文化」
アピールコンテスト参加者大募集
古都「弘前」と「日本文化」を、弘前大学教職員・
学生と共に海外でアピール出来る方を大募集しま
す。
（退職した方、専業主婦の方、会社員の方など、
どなたでも大歓迎）
応募資格：
次の条件を全て満たす方（外国語ができなくても
構いません）
①２０歳以上（応募日現在）の弘前市民。
②平成２９年８～９月のうち、約１週間海外渡航で
きる健康で体力のある方。
③フランス国ボルドー・モンテーニュ大学で実演
できること。
④応募は、個人もしくは２人のチームであること。
優勝者への副賞：
弘前大学が航空賃及び宿泊費を負担し、弘前大学
教職員・学生と共にフランス国ボルドー・モンテ
ーニュ大学へ派遣します。
応募受付：
平成２８年１０月４日～１２月９日
コンテスト開催予定日：
平成２９年５月（後日参加者へ通知します）
申し込み方法：
コンテスト担当窓口に備え付けの申請書に必要事
項を記入し、１２月９日１７：００まで同担当窓口へ。
申請書は、弘前大学ホームページからもダウンロ
ードできます。なお、コンテストの詳細は応募要
領をご覧下さい。
問い合わせ先（担当窓口）
：
弘前大学総務部企画課
担当 浅利清一
☎３９−３００８

品評価や、９月２５日に実施された作品審査会

チーム：Ｒｉｃｅ Ｆａｒｍｅｒ’
ｓ

でのプレゼンテーションを総合的に判断し、

作品名「和洋折衷の街ひろさき」

審査の結果、以下のとおり各賞が決定いたしま

１１月１日より当コンテスト専用サイト上にて

した。

入賞作品を含む、コンテスト参加全１１チーム

◆最優秀賞

のホームページ作品を公開します。若く柔軟な

弘前市立石川中学校

感性（アイデア）を活かし、若者の目線で「弘

チーム：ａｐｐｌｅ

前の良いところ」を国内外に発信するホームペ

作品名「伝統とリンゴの街ひろさき」

ージ作品を是非ご覧ください。

経済産業省等予算に係る
補助金等施策説明会
～

一億総活躍社会の実現に向けて

～

去る平成２８年８月２日、
「未来への投資を実
現する経済対策」が閣議決定されました。
本経済対策は、当面の需要喚起にとどまらず、

◇優秀賞

下記ＵＲＬにて全１１作品を閲覧できます。

民需主導の持続的な経済成長と一億総活躍社会

弘前大学教育学部附属中学校

http://www.hcci.or.jp/hp_contest/

の着実な実現につながる施策が中心となってお



り、この経済対策を実行する平成２８年度第２

チーム：メティス

建設部会

＜まちそだて課＞

ジャパンホームショー視察研修会

次補正予算が去る平成２８年１０月１１日に成立い
たしました。

建設部会（吉川功一部会長）では、１０月２６

これらの地域経済活性化支援施策について地

日～２７日に東京ビックサイトで開催された

域の皆様に広くご活用いただくため、経済産業

「第３８回ジャパンホームショー」の視察研修

省の各種予算・制度の概要について、下記のと

会を実施し、部会員５名が出席しました。

おり説明会を開催いたします。

本展示会は、建設業に関連する企業が一同に

各企業様等に事業活動の中で積極的に活用し

会して実施され、今年は国内外から約５３０社

ていただきたいと考えておりますので、地域企

が出展し、３日間で約３万人を集客する国内最

業様はもとより産学官金の皆様の多数のご参加

大級の建設関連の展示会です。参加者は、それ

をお待ちしております。
■日時：平成２８年１１月２２日㈫１４：００−１６
：
３０

ぞれ興味のあるブースで熱心に情報収集や商談
をしていました。

参加者一同で

＜情報調査課＞

■会場：アートホテル弘前シティ３階

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４５４件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

■対

象：地域企業・個人事業主、行政機関、

金融機関等認定支援機関など
■説 明 者：経済産業省 東北経済産業局

他

■説明内容（予定）

※個人での登録

須 郷 良 子

弘前市城東五丁目１７−９

不動産賃貸業

㈱アスク

桜 庭

弘前市樹木二丁目２８−２

保険代理業

①中小企業・小規模事業者への設備導入等の

ＣＨＡＭＰＩＯＮ ＳＨＩＰ ＢＩＫＥＳ

佐 藤 和 貴

弘前市土手町１８１−９
ガレリアＫＤ Ｂ棟Ｄ号室

自転車等の小売、修理

②国内外への販路開拓等の支援

特定非営利活動法人マザーフィールド

永 澤 弘 夫

弘前市上鞘師町１８−１

ひとり親家庭等の就労自立支援、
子供の健全育成支援

③地域経済の活性化支援

寛

【経済産業省等国支援施策】
支援

④第四次産業革命を活用したイノベーショ
ン促進
⑤新エネ・省エネの推進とエネルギー基盤の
整備
＜参加申込、お問い合わせ先＞
弘前市商工振興部商工政策課

担当：竹内

℡３５−１１３５番
（ E - mail ） shoukou@city.hirosaki.lg.jp
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企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第４回：試用期間中の解雇は自由にできる？！
Q

お気軽に相談を！！
『なんでも相談会』
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 １１月１６日㈬・１２月２１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 竹内知弘氏
●相談内容 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
にご連絡ください。
＜経営支援課＞

～経営のお悩みを専門家に
相談してみませんか？～
青森県信用保証協会では、企業の経営課題の
発見・解決のために専門家（中小企業診断士）
の派遣事業を実施しております。

3

試用期間３カ月付で正社員を雇用しました
が、当社には不適切な人材のため、試用期間
中に解雇しようと思います。問題はあります
か。どんな手続きが必要ですか。
A 雇用契約において試用期間を定めること自
体は問題ありません。もっとも、試用期間中
といえども、会社の一方的な都合のみで解雇
することはできません。職務遂行能力の欠如
などの正当な解雇理由が必要です。例えば、
経歴詐称や無断欠勤を繰り返したことは解雇

理由となりますが、
「社風に合わない」とい
った漠然とした理由だけでは不当解雇と認定
されるおそれがあります。明確なルールを取
決めしておくことが必要です。
結局、試用期間中の解雇は、通常の解雇と
ほぼ同様と考えてください。
解雇の予告（３０日以上前）や解雇予告手
当（３０日分以上）も、通常の解雇と同様の
手続きが必要です（ただし、試用期間１４日
以内の解雇の場合は予告不要との特例が認め
られています）。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）

年末資金は“マル経融資”で！（小規模事業者経営改善資金）
マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善

指導をうけており、経理内容が明らかである

をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

４納付すべき税金をすべて完納している

工会議所の審査会を経て推薦、無担保・無保証

５１，
５００万円を超える申込みの場合は事業計画

人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫の

書の作成が必要になります

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
仕入資金、買掛金・手形の決済、給料の支払、
店舗の改装、車両・機械の購入等事業資金とし 営指導を受けていることが必要です。
融資制度の一つです。

て様々な用途にご利用いただけます。
融資限度額は２，
０００万円、利率１．
１６％（１０

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＞

月１９日現在）
、返済期間は運転資金が７年以内、
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
おり、税務申告をしている
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
３原則として６カ月以前から商工会議所の経営

【支援分野】
⑴ 経営方針
開発・商品化
用

⑵ 販路開拓・拡大
⑷ 生産・販売管理

⑹ 財務管理

⑺ 事業承継

⑶ 技術
⑸ 人材活

など

【支援内容】
⑴ 経営診断、指導・助言（最大１２時間）
⑵ 経営改善計画の作成（最大３０時間）
⑶ モニタリング（最大４時間、年１回）
【ご利用いただける方】
当協会の保証を利用しており、本サポートが
必要であると当協会が認めた方
詳しくは、以下の窓口までお問い合わせくだ
さい。
＜お問い合わせ先＞
青森県信用保証協会 経営相談窓口
〒０３０−８５４１ 青森市新町２−４−１
（県共同ビル４Ｆ）
℡０１７−７２３−１３５６

必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も
青森県最低賃金改正のお知らせ
１ 青森県最低賃金が改正されます。金額等は次のとおりです。

時間額 ７１６円（平成２８年１０月２０日から）
２ 改正前の青森県最低賃金（６９５円）から２１円の引上げとなり
ます。
３ 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者と、労働者を
一人でも使用している使用者に適用されます。
４ 製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低賃金が定めら
れています。
５ 青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払
わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定（罰金額
５０万円以下）が適用されることがあります。
６ 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
（http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）
※

お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。
（ＴＥＬ０１７－７３４－４１１４、ＦＡＸ ０１７－７３４－５８２１）

皆様に毎年ご好評をいただいておりますビジ

さらに、月ごとに応

ネスダイアリー２０１７年（平成２９年）版が完成

じた事務チェックポイ

しました。

ントや経営に役立つ情

今回の表紙は、爽やかな青が特徴のデザイン
となっております。
月ごとの予定がひと目で分かる見開きの月間

報も掲載されておりま

！
お早めにどうぞ！

すので、ぜひご活用い
ただきたいと思います。

ダイアリー、各週の予定の詳細を記入できる週

窓口にてお渡ししております。数に限りがご

間ダイアリーと、日々の業務予定を管理する上

ざいますのでご希望の方はお早めにお問い合わ

で便利で充実した内容となっております。

せください。

＜経営支援課＞

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

【ご 融 資 額】お子さま１人あたり３５０万円以内
【金
利】年１．
９０％ 固定金利

※母子家庭、父子家庭または世帯年収
（所得）
２００万円
（１２２万円）
以内の方は年１．
５０％
（平成２８年５月１０日現在）

【ご返済期間】１５年以内

（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または世帯年収（所得）２００万円（１２２万円）以内の方は１８年以内）

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保
証】
（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）
詳しくは、下記の教育ローンコールセンターまたは日本政策金融公庫弘前支店まで
お問い合わせください。
〔教育ローンコールセンター〕０５７０−００８６５６（ナビダイヤル）
または（０３）５３２１－８６５６
〔日本政策金融公庫弘前支店〕〒０３６－８３５４
弘前市大字上鞘師町１８－１ 弘前商工会議所会館１階
ＴＥＬ ０１７２－３６－６３０３
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弘前かいぎしょ TODAY

仮装コンテストグランプリの
「リンゴ姫とその仲間たち」

キッズメイクブースで大変身

平成２８年１１月１５日

自慢の仮装で元気にパレード
ひろさきりんごハロウィン２０１６が１０月９日

しました。また、パス購入特典として実施した

に駅前・大町地区を中心に開催されました。当

トリック・オア・トリートシールラリー、協賛

日はあいにくの天候となりましたが、約１２００

店による特別優待には、駅前・大町地区の商店

人の参加者が自慢の仮装に身を包み、ハロウィ

街、商業施設のご協力のもと、多数の参加店が

ン一色に染まった弘前の街を楽しんでいました。 名を連ねました。
５回目の開催となる今年は、開催場所の変更
その他、キッズメイクブースや手作りアクセ
や、各コンテンツの再構築を図ることで、参加

サリー体験ブースでおしゃれに仮装した子供た

者が１日中楽しむことができるイベントを目指

ちが、開催エリア内５箇所に設置されたフォト

しました。

スポットでゆるきゃらと一緒に写真を撮るなど、

今回初の試みとして、パレード・パスを１枚

ＪＲ弘前駅のフォトスポットにて

２００円で販売し、パレード参加の有料化を実施

６７，
０００人超の人出で賑わいました

６商工会議所連携ブース

３日間様々なイベントを開催しました

初出店の大館物産ブース

１０月１４日～１６日の３日間、克雪トレーニン
グセンターと屋外エントランス広場において、
「第１６回津軽の食と産業まつり」が開催され
ました。
屋内外あわせて１２８件の出展があり、それぞ
れ食料品、工芸品、雑貨、衣類、建築関係等の
物品が展示・販売され、来場者の中には両手い
っぱいに買い物袋を抱える姿もみられました。
期間中には切れ間なく、和菓子作り、そば打

ちなどの体験、保育園児による演奏・演技やよ

ハロウィンを親子で楽しむ姿が街に溢れていま
した。

＜まちそだて課＞

「将来の夢コンクール」の表彰式

アップルパイ総選挙は「ボンジュール」が連覇

工会議所と大館市観光協会の連携ブースが初出
さこい演舞、地域で活躍するゆるキャラのＰＲ 店し、きりたんぽの味噌焼きや地酒の試飲販売
等、各種イベントも行われ大いに賑わいました。 が人気を集め、どのブースも行列ができるほど
当所が連携する函館・松本・上田・下関・北 の盛況ぶりとなりました。
当所青年部が企画・実施した「弘前アップル
九州５商工会議所の地元銘産品を販売する共同
パイ総選挙」のブースでは、来店者の方々に市
ブース「日本列島うまいもの大会」が昨年に引
内７店舗それぞれ自慢のアップルパイを食べ比
き続き出店したほか、函館商工会議所は単独で
べていただき、最も早く売り切ったボンジュー
観光ブースを設け、函館市の魅力をＰＲしてい
ルさんが連覇を果たしました。
ました。また、将来的な連携を見据える大館商
また、会期中には１５回目となる「将来の夢コ
ンクール」に市内の小学生から寄せられた、
１，
３５１枚の作文と絵が会場内に展示されました。
最終日には優秀作品の表彰式が行われ、入賞者
に賞状と記念品が手渡されました。
期間中の人出は約６７，
３００人（実行委員会発
表）にのぼり、今年も大いに賑わいを見せてい
ました。
＜情報調査課・まちそだて課＞

