ヘッドライン
◇弘前市に対する重点要望
事項４８項目を提出…２面・４面
◇お気軽にご相談を！
！
…３面
「なんでも相談会」
◇ビジネスダイアリーが
完成しました …３面
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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

ホームページ

http://www.hcci.or.jp

会報

１
２
０円
毎月１
５日発行 １部
送料込み

１０月１２日、今年も秋のりんご収穫感謝祭

ウィン一色で染まり、子供から大人までお化け

として、ハロウィン仮装パレード、仮装コンテ

などの定番からキャラクターコスプレまで幅広

スト（りんごをテーマに趣向を凝らした仮装）

い仮装でのパレードとなりました。

をメインとした「ひろさきりんごハロウィン
２０１４」が開催されました。
約 １，
０００ 人 の 参 加 者 で 土 手 町 通 り が ハ ロ

FAX 0172(35)1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

パレード前にはコンテスト、ダンスバトルや
路上パフォーマンスが繰り広げられました。
＜まちそだて課＞

仮装コンテストも大賑わい！
！

約１，
０００人が参加したパレードの様子

グランプリを受賞した「死神のリンゴ狩り」

ストリートダンスが披露されました

子どもたちにはお菓子が配られました

葛西市長・正副会頭も仮装で参加

2
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弘前市に対する重点要望事項４８項目
●日

時／平成２７年１月５日㈪

出しておりますが、重点要望事項一覧は下記の

●場

所／ホテルニューキャッスル

通りとなっております。（関連記事4面）

●会

費／４，
０００円（お一人）

当所では、１０月２９日に平成２７年度の弘前

らしづくり・まちづくり・なりわいづくり）に

市に対する重点要望事項として市政全般にわた

対して、各分野への要望として取りまとめて提

る４８項目を弘前市長並びに弘前市議会議長宛
てに提出いたしました。
今回の要望は、今年５月に策定された弘前市
経営計画の４つの分野別政策（ひとづくり・く

なお、各項目の詳細につきましては、当所ホー

Ⅱ
Ⅲ

※２４

学生対象の溶接技術講習会並びに溶接競技大会開催
の際の支援について

２５

「弘前ブランド」を海外へ発信できる施策の検討に
ついて

健康診断巡回バスにおけるプライバシー保護と「健
幸マイレージ制度」の周知について

国土強靭化基本法に基づく自然災害等への速やかな
対応について

◆「まちづくり」
Ⅰ 雪対策
５
Ⅱ

冬季間における快適な生活と安定した交通の確保に
ついて

都市環境
６ 市街化調整区域の柔軟な対応について
７ 弘前型スマートシティ構想の構築について

※８

※９ 空き家対策について
Ⅲ 生活基盤
１０ 弘前市の生活環境の向上や交通安全について
Ⅳ エネルギー・環境
１１ カラス・害虫被害対策について
◆「なりわいづくり」
Ⅰ 農林業振興
１２ 農商工連携と６次産業化に対する支援について
１３ りんご産業の推進について
※１４ 農業における商工業者の参入支援について
Ⅱ 観光振興
※１５ 「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の制定について
１６ ＪＲ弘前駅周辺へのバスプールの拡充整備について
※１７ 多言語対応が可能な人材（従業員）の養成について
※１８

※２９

弘前市融資制度（特別保証融資）の予算枠の拡充に
ついて

３０
※３１
※３２
※３３

マル経融資制度の利子補給の実施にいて
小規模事業者が利用しやすい補助金の創設について
小規模事業者へのソフト支援策について
飲食業界における雇用対策について

※３４

子育て中の女性を雇用する事業者への支援制度につ
いて

※３５ （仮称）弘前市総合産業振興計画の策定について

弘前ならではの景観や歴史的な建造物の有効活用等
について

岩木山の豊かな環境を活用した岩木地区の活性化に
ついて

◆「その他」
３６ 各種イベントの効果測定等の実施について
３７ 公衆用道路の固定資産税非課税基準の緩和について
３８

青森空港並びに奥羽本線新青森駅等の利便性向上に
係る国、県、関係機関等に対する要望活動について

３９
※４０
※４１
４２

弘前ナンバー導入を検討する委員会の設置について
弘前市経営計画における人材育成分野について
少子高齢化・人口減少対策について
弘前市の入札制度について

※４３

ブラジリアン柔術（グレイシー柔術）の大会の開催
について

※４４ 弘前市の指定管理者制度について
※４５

弘前市が所有する資産（建物、公用車等）の保険に
ついて

※４６ 公共施設の利便性向上について
４７

弘前市経営計画への「弘前感交劇場」コンセプトの
位置付けについて

※４８ 弘前型マイクロナノバブルバレイ構想について

※は平成２７年度新規項目

※１９ 弘前城公園の観光機能強化策について
２０

名

代

表

（株）弘前タイヤ

吉田

（株）ヒロサキ

工 藤

ジ

ル

者
伸二
信

住

所

営

業

内

東

秋元板金

秋元

ゴリラデザイン（合）
（株）コロナ東北

千 鶴

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会
長）では、１０月６日、高齢者福祉施設の視察
会を実施し、９名の当所会員が参加しました。
はじめに、豊原にある「弘前静光園」を訪問
し、入所されている方と同じ昼食をいただきま
した。見た目、味付け、ボリュームともに非常
にバランスがとれていて参加した皆さんも大変
満足していました。
引き続き、説明を受けながら施設内を案内し
ていただきましたが、どこに行っても職員の皆
さんが笑顔でとても気持ちよく見学することが
できました。
次に黒石市にある「りんごの郷」に移動しま
した。こちらは小規模多機能デイサービスセン
ターということで大きな施設ではありませんで
したが、利用者やそのご家族の希望に沿った

弘前市高崎一丁目３−１

タイヤ販売、整備等

弘前市八代町９−５

カットりんごの製造・販売

弘前市上瓦ヶ町１１−２

喫茶店

一夫

弘前市城東四丁目１１−８

建築板金

長内

哲也

弘前市南横町２−１

小竹

梅一

弘前市富田三丁目５−１８

いるようで、
「ぜひ、たくさんの方に来てもら
いたい」とおっしゃっていました。
＜総務財政課＞

容

チ

ｚｉ
ｌｃｈ

高齢者福祉施設を視察

実際、利用されている方々も非常に満足して
ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４９１件（特別会員含む）

所

医療福祉・専門サービス部会事業実施報告

ます。

※２１ 四大まつり運営委員会の設置について

業

＜総務財政課＞

さまざまなサービスが受けられる利点があり

「津軽海峡観光クラスター会議」への一体的な支援
について

事

さい。）

２６ 技能に関する資格制度及び技能検定について
２７ グローバル人材の育成に対する支援について
２８ 建設業の振興策について

福祉
安全・安心

※４

ため、お受けいたしかねますのでご了承くだ

ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成につい
２３
て

﹁りんごの郷﹂見学の様子

※３

でお申し込みください。
（電話でのお申し込みは、トラブル等の防止の

Ⅲ 商工業振興
※２２ 創業支援の充実について

◆「くらしづくり」
Ⅰ 健康
２ 高度先進医療機器の導入について

●申込締切日／１２月１９日㈮１７：００まで

ムページに掲載しておりますので、ご覧ください。 ●申込方法／別紙折込チラシの参加申込書に必
要事項を明記の上、会費を添えて商工会議所

平成２７年度弘前市に対する重点要望事項一覧
◆「ひとづくり」
Ⅰ 子育て
Ⅱ こどもの学び
Ⅲ 多様な学び
１ 弘前先人記念館の建立について

１７：００〜（受付１６：００〜）

ैడषІअһ よろしくお願いいたします。
１１月１日から新入職員が入所しましたので、
意気込みを語ってもらいました。

土地・建物の売買媒介、貸家・アパート
の賃貸仲介、木造住宅新築・改修
給湯器・循環温浴器等の販売、取り付け、
メンテナンス

あら た

りょう

まちそだて課主事の荒 田

涼 さん
【趣味：食べ歩き、映画鑑賞】

初めまして。まちそだて課に配属されました荒田涼
と申します。初心を忘れずに何事も積極的に取り組
み、１日も早くみなさんのお力になれるよう努めたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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皆様にご好評をいただいてお

お早めに窓口までどうぞ

りますビジネスダイアリーの
２０１５年（平成２７年）版が完
成しました。
今回の表紙は、シルバーと黒
が強調されたモノトーンなデザ
インとなっております。
各週の予定の詳細を記入でき

必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も

る週間ダイアリー、月ごとの予
定がひと目で分かる見開きの月

！
！

間ダイアリーと、日々の業務予
青森県最低賃金改正のお知らせ

定を管理する上で便利で充実し

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。

た内容となっております。
さらに、月ごとに応じた事務

時間額 ６７９円（平成２６年１０月２４日から）

チェックポイントや経営に役立つ情報も掲載さ

窓口にてお渡しいたしております。数に限り

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。
３ 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。
４ 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/）

れておりますので、ぜひご活用いただきたいと

がございますのでご希望の方はお早めにお願い

思います。

いたします。

２

※

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）

お気軽にご相談を！
！
『なんでも相談会』
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
困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
●開 催 日 １１月１９日㈬・１２月１７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
にご連絡くださいますようお願いいたします。
＜経営支援課＞

所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方

○還付がスピーディー

消費税・贈与税の申告は、自宅から国税庁ホー

○所得税及び復興特別所得税の確定申告期間中

ムページの「確定申告書等作成コーナー」を利

は、２４時間いつでも利用可能（メンテナンス

用して、ｅ−Ｔａｘで送信できます。
所得税及び復興特別所得税の確定申告でｅ−

時間を除きます。）

Ｔａｘをご利用いただくと、次のようなメリッ

ｅ−Ｔａｘに関する情報はｅ−Ｔａｘホーム
ページをご覧ください。

トがあります。

h ttp://www.e-tax.nta.g o .j p/

○添付書類の提出省略（提出省略した書類は法

＜経営支援課＞

定申告期限から５年間の保存が必要です。）

〜個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、早期に事業再生や廃業を決断した際に
一定の生計費を残すことなどを検討することを決めたガイドラインが出来ました〜
・参加対象者

[セミナー内容]

希望月収 住所

１ システム開発

２５

職歴・経験等
システム設計・開

弘前市 発２１年

デザイナー１年２
ヶ月
２ デザイナー
１５ 平川市 送出マスターオペ
レーター３年
販売３ヶ月
販売
７
スーパーでの加
３
弘前市 工、惣菜
（スーパー）（パート）
惣菜の製造、加工

４

レジ
１０
レジチェッカー
弘前市 １３年３ヶ月
チェッカー （パート）
一般事務３ヶ月

５

接客

１５

弘前市 販売９ヶ月

６

医療事務

１２

弘前市 介護員４年

７

准看護師

２０

弘前市 営業３年

准看護師
１８年１１ヶ月
准看護師１年

学歴・免許・資格等
普通自動車免許

希望勤務地
時間

やすく説明します。

・募集人員

[個別相談会]（要予約）

・主

弘前市
９時〜１８時

平川市
普通自動車免許
CGクリエーター検定３級
及び近郊
Photoshop、Illustrator、
８時３０分〜
AfterEffects、
PremierePro使用可
１８時３０分

日本情報処理検定 弘前市
１０時
３級
〜１６時
Word３級
普通自動車免許

弘前市近郊
８時〜１６時

普通自動車免許
危険物取扱者乙種４類
弘前市
調剤事務管理士
日本語ワープロ検定準 時間不問
２級
普通自動車免許
弘前市
ホームヘルパー２級
介護福祉士
８時３０分
メディカルクラーク
〜１９時
ドクターズクラーク

普通自動車免許
准看護師
エクセル３級

弘前市
９時〜１８時

普通自動車免許
教職員免許（英語）２級
弘前市
MOSワード、エクセル
８時〜１７時
スペシャリスト
介護実務者研修課程修了
普通自動車免許
一般事務６ヶ月 日商簿記２級
弘前市
一般事務６ヶ月 秘書技能検定２級
ホームヘルパー２級 ８時〜１７時
接客２年
MOSワード・エクセル２０１０
普通自動車免許 弘前市
・藤崎町
サーバエンジニア LPICレベル１
４年４ヶ月
ITIL.V3 ファンデ ８時３０分〜
１８時３０分
ーション

事務補助５ヶ月
１０
弘前市 事務補助７ヶ月
（パート）
事務補助２ヶ月

８

介護

９

経理事務

１７

弘前市

１０

事務

１８

藤崎町

※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。

スを受けられます。
※個別相談会はセミナーに参加した中小企業・
小規模事業者に限ります。

催

・会

時
場

・参 加 費

４０名
独立行政法人中小企業基盤整備
機構

・申込方法

ホームページ、またはＦＡＸに
てお申込みください。

＜公式ホームページ＞
h ttp://keieish ah o sh o .smrj .g o.jp

[開催概要]
・日

中小企業・小規模事業者・支援
機関・士業等

経営保証ガイドラインの利用ポイントをわかり

セミナー終了後、個別に専門家からのアドバイ
希望職種

＜経営支援課＞

１３：３０開始

経営者保証ガイドラインセミナー事務局
ＴＥＬ：０３−５９１３−６３８２

青森県観光物産館アスパム

ＦＡＸ：０３−５９１３−６４０９

平成２６年１２月２日㈫

無料

＜経営支援課＞
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また、お馴染となった友好都市の北海道斜里

クール」に市内の小学生から寄せられた１，
４４９

Ｔｈｅ津軽三味
線 ２０１４ 冬 の チ
ケットが、引き
続き好評販売中
です。
チケットは、
当所ならびに市
内プレイガイド
の他、ＪＲ東日
本びゅうプラ
ザ、ホームペー
ジからもお求め
いただけます。
開催日：平成２６年１２月１３日㈯
時 間：昼の部：開演１４：００〜
夜の部：開演１７：３０〜
場 所：弘前市民会館大ホール
出 演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他
入場料：Ｓ席２，
０００円（税込）※全席指定
Ａ席１，
５００円（税込）※全席指定
※なお、ＪＲびゅうプラザ、ホームページでの
チケットのお求めは、座席番号の指定がで
きませんので、あらかじめご了承ください。
また、ホームページからの販売は、座席が
なくなり次第終了となりますのでお早めに
お買い求めください。
イベントの詳細については、下記ＵＲＬから
Ｔｈｅ津軽三味線ホームページを御覧ください。

町、群馬県太田市の物産販売コーナーや当所が

枚の作文と絵が会場内に展示され、最終日には

http://www.hcci.or.jp/txt/samisen/

交流を進めている下関商工会議所や函館市の物

優秀作品の表彰式が行われ、入賞者に賞状と記

産のブースでは行列が出来るほどの盛況ぶりと

念品が手渡されました。

[お問い合わせ]
Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局担当
＜情報調査課＞

７２，
１５０人の来場者で賑わいました

下関ブースの様子

将来の夢コンクール表彰式

１０月１７日〜１９日の３日間、克雪トレーニ トリートダンス、バルーンパフォーマンス、地
ングセンターと屋外エントランス広場において、 域で活躍するゆるキャラのＰＲ等、各種イベン
「津軽の食と産業まつり」が開催されました。 トも行われ大いに賑わいました。
屋内外あわせて１３０件の出展があり、それぞ

また当所青年部が実施した「弘前アップルス

れ食料品、工芸品、雑貨、衣類、建築関係等の

イーツストリート」では、りんごを使用した和

物品が展示・販売され、来場者の中には両手

洋のスイーツをお楽しみいただきました。

いっぱいに買い物袋を抱える姿もみられました。

なりました。

会期中には、１３回目となる「将来の夢コン

期間中の人出は約７２，
１５０人（実行委員会発

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・演技やス

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＞

弘前市に対する重点要望事項を提出
当所では、去る１０月２０日開催の常議員会

永澤会頭から要望書を受け取った葛西市長は、

において平成２７年度の弘前市に対する重点要

「弘前市政発展のための提言として重く受け止

望事項として市政全般にわたる４８項目を機関

めている。来年度予算化できるものは予算化し

決定し、１０月２９日には正副会頭が弘前市役

て対応したい。行政・経済界は車の両輪として

所を訪ね、市長並びに市議会議長に要望書を提

今後とも一体となった取り組みを行っていきた

出いたしました。

い」と述べました。（関連記事２面）

重点要望事項全項目につきましては、本誌

＜総務財政課＞

２面に一覧を掲載しております
が、主な要望内容としては「国
土強靭化基本法に基づく自然災
害等への速やかな対応につい

弘前市では、国内外へ弘前市の魅力を発信

て」をはじめ「少子高齢化・人

する「シティプロモーション」の推進に取り

口減少対策について」、
「弘前な

組んでいます。このたび、
「自然」
・
「建物」
・
「祭

らではの景観や歴史的な建造物

り」
・
「食」
・
「りんご」
・
「工芸品」などのテーマ

の有効活用等について」、
「農業

ごとに、弘前市の魅力を紹介した総合パンフ

における商工業者の参入支援」

レットである「レトロモダンの街・弘前」を制

などとなっております。また、

作しました。

要望の回答につきましては、２

弘前の魅力が詰まった１冊となっていますの

月末日までの回答を求めており

で、県外でのイベントや、ご友人・取引先の方

ます。

へ弘前市を紹介する機会などに是非ご活用くだ
さい。
また、商工会議所会員の皆様には、改めて弘
前市のシティプロモーションに対するご理解・
ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
詳しくは、弘前市経営戦略部広聴広報課シテ
ィプロモーション担当（ＴＥＬ０１７２−３５−１１９４）
までお問い合わせください。

