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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

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

１号議員決まる
※１１月１５日の立候補辞退締切日をもって立候
補者が定数を超えないため選挙を行なわず無投
票当選となりました。
１号議員当選人（定数５０人）
部

〈 ２期目の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、

また、前任期をもって退任された方々のうち、
第２２４回臨時議員総会（組織会）が１１月１日、 名誉役員として、議員３期、常議員４期、副会
当所会館２階大ホールで開催されました。
頭３期務められた前田賢治氏に名誉副会頭、議
この日は議員９２人（委任状含む）が出席、新
たな役員人事等について審議を行い、第４４代
会頭に清藤哲夫会頭が再任されました。
総会の席上、定款の定めにより議長を務める

員７期を務められた工藤由蔵氏に名誉議員の称
号を授与することになりました。
なお、常議員並びに監事の選任については、
次の通り選任同意されました。
（当日の仮議席番

清藤会頭が会頭選任に関して「私はこの３年間、 号順・敬称略）
『開かれた商工会議所』
『会員のための商工会議 ●常議員（３３人）＝小山内和寿、門前孝治、
所』
『地域のための商工会議所』を目指して地域

三橋一晃、山口道子、工藤武義、櫛引利貞、小

経済の振興に努めてまいりました。引き続き、

山悟、木村公保、三上美知子、松嶋邦治、吉川

当面する課題解決に向けて議員各位とともに汗

功一、南直之進、奈良岡隆人、阿保恵治、泉誠、

を流して邁進してまいりたい」と述べ、議場に

工藤清、下山清司、三上千春、熊谷孝志、阿保
諮ったところ、出席議員から賛同の声があがり、 鉄幸、安東元吉、鈴木順三、奈良真喜子、熊谷
満場一致で清藤会頭の再任が決定いたしました。 壽一、工藤幸久、永澤学、藤村徹、藤崎和夫、
また副会頭には、齊藤嘉春氏、小山内康晴氏、 鹿内勲、福士勝彦、大西康弘、三上知見、新戸
清藤崇氏がいずれも再任で、新任で今井高志氏 部洋輔
（㈱日産サティオ弘前代表取締役社長）が選任

●監事（３人）＝三宅誠一、小林忠一郎、北村

同意され、専務理事には、前常務理事の土岐俊

裕志

二氏が新たに選任されました。

会

名

議 員 名
弘果弘前中央青果㈱
ニッカウヰスキー㈱弘前工場
食品・農産物 ㈱佐藤長
㈲山形商店
㈱ユニバース堅田店
㈲弘前一心堂
生活商業
㈱クロベ
㈲弘前こぎん研究所
工業
㈲二唐刃物鍛造所
東北電力㈱弘前営業所
㈱西村組
青森三菱電機機器販売㈱弘前支店
㈱アルク
富士建設㈱
㈱弘前水道
㈱大高住設
建設
弘前地区電気工事業協同組合
㈱エクラン一級建築士事務所
㈱マルノ建築設計
東弘電機㈱
㈱ユアテック弘前営業所
㈲三浦造園
東和電材㈱弘前営業所
税理士法人ライズファーム
㈱大川地建
横山航平法律事務所
金融・不動産 ㈱三ツ矢商事
油川社会保険労務士事務所
㈱アート不動産
アクサ生命保険㈱弘前営業所
サンライズ産業㈱
運輸・交通
㈱弘善商会
㈱寺崎自動車
㈱日本チケットアネックス
㈱菊富士
料飲・観光
フラワー観光㈱
㈱ホテルニューキャッスル
㈲吉陣
㈱光美容化学
㈱栄研
㈱シバタ医理科
医療福祉
㈱オアシス
・専門サービス ㈱東北クリーン
㈱津軽衛生公社
津軽警備保障㈱
㈲小野印刷所
㈲アサヒ印刷
情報・教育文化 アップルウェーブ㈱
㈱ディーエス開発
宗教法人 専徳寺
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弘前市に対する重点要望事項を提出

寺崎忠光議員ご逝去
当所議員の寺崎忠光氏

１０月１５日、清藤哲夫会頭と小山内康晴副会

（㈱寺崎自動車代表取締役）

頭は弘前市役所を訪ね、櫻田宏市長並びに清野

が１０月８日にご逝去されま

一榮市議会議長に対し、令和２年度の弘前市に

した。行年７９歳。寺崎氏は

対する重点要望事項を提出いたしました。

平成６年４月１日に当所議員

今回の要望では、
「中心市街地の賑わい創出に
資する活性化施策の推進等について」
「地域経済

に就任以来、平成１６年１１
月１日から常議員を２期６年間務められ、以後

の維持・成長を成し遂げるための人口減少対策

は議員として現在に至るまで９期２５年間にわ

の推進について」の最重点要望事項を含む計１５

たり会議所活動にご尽力いただきました。この

件の内容となっており、今回の要望事項につい

間、部会役員をはじめ各団体の要職を歴任、地

ては、弘前市に対して来年２月末日までの回答

域経済の振興に多大なる貢献をされました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

を求めております。

〈 櫻田市長と意見交換をする清藤会頭 〉

清藤会頭から要望書を受け取った櫻田市長は、
見したい。人口減少問題については、様々な分

代表のように“ONE TEAM”として進めていく
体制が求められる」と述べました。

野や組織が一体となった、まさにラグビー日本



「皆さんの気持ちを重く受け止めて、中身を拝

＜総務財政課＞

ボウリングで交流を深める
医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会

結果、２ゲームトータル３６３点の点数を収め

長）では１０月７日、毎年恒例の部会員親睦ボ

た弘前環境管理協同組合の山崎敏紀さんが優勝

ウリング大会をアサヒボウルにて開催いたしま

となりました。

した。

大会後は朝日会館１階の三楽にて表彰式を兼

今回は１０事業所から３５名の参加があり、

ねた懇親会が開催されました。当部会の表彰

にぎわいを見せました。プレー中はあちこちで

は、くじ引きで参加者全員に賞品を差し上げて

歓声が沸き起こり、ハイタッチする人やガッツ

おり、受賞者全員大いに盛り上がりました。

ポーズをする人、うなだれる人など非常に盛り
上がりました。ハイスコアを目指して力投した

青年部創立３０周年記念大会
時間変更のお知らせ
当所青年部（島川聖栄会長）では来る１１月
１６日㈯に創立３０周年記念大会を開催いたし
ます。現時点で多くの皆様にご出席いただく予
定としておりますが、下記のとおり一部予定を
変更して開催いたしますので何卒よろしくお願
いいたします。
日時：令和元年１１月１６日㈯
旧

新

記念式典 １４：００～


＜総務財政課＞

→

記念講演 １３：３０～

記念講演 １６：００～

記念式典 １６：００～

記念祝賀会 １８：３０～

記念祝賀会 １８：３０～



〈プレイを楽しむ参加者 〉

〈 終 了 後 の 懇親会 〉

運輸・交通部会、医療福祉・専門サービス部会、生活商業部会

合同

「 古今の自動車を巡る！東京・神奈川視察会 」

１０月２８～２９日に、運輸・交通部会（工藤清

部会員相互の情報交換や交流を図りました。

＜経営一課＞

開催日：令和元年１２月７日㈯
時

間：昼の部：開演１４：００～（開場１３：３０）
夜の部：開演１７：３０～（開場１７：００）

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
２９日は第４６回東京モーターショー２０１９を
３００円（税込）全席指定
幸部会長）
、生活商業部会（武藤大司部会長）合 視察しました。「OPEN FUTURE」をテーマに、 入場料：Ｓ席３，
Ａ席２，
２００円（税込）全席指定
同で、東京・神奈川の視察研修会を行いました。 業界を越えて世界７ヵ国、総勢１８６企業・団
２８日は日産ヘリテージコレクションを視察 体が参加しており、最新技術を駆使した未来の チケット販売所：弘前市民会館、中三弘前店、
部会長）
、医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄

しました。日産の輝かしい歴史を物語る往年の

モビリティを体感しました。参加者はそれぞれ

名車など、約３００台が展示されており、車好き

興味のあるブースで熱心に情報収集をしていま

にはたまらない空間となっておりました。

した。

終了後は横浜の中華料理店で懇親会を開催し、 

＜総務財政課＞

さくら野弘前店、ヒロロ、弘前市立観光館、ＥＬＭ
ショッピングセンター、ローソンチケット（Ｌ
コード：２３１８３）
◎夜の部Ａ席のみ、シニア優待席（６５歳以上
の方対象・座席指定不可）を販売いたします。
（弘前市民会館のみ販売）価格は税込１，
１００円。
注意 シニア優待席チケットお買い求めの際は、
生年月日が記載された身分証明書をご持参くだ
さい。
チケットについてのお問い合わせは弘前市民

〈第４６回東京モーターショー２０１９〉

〈 日産ヘリテージコレクション 〉

ご入会ありがとうございました。
ただいま会員数２，
３１５件（特別会員含む）
事

業

ふく茶庵

所

名

代

表

者

福士睦之利

住

所

弘前市土手町２１−１

営

飲食店

業

内

容

会館まで。
（℡３２－３３７４）
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「 事 業 承 継 」について一度考えてみませんか？

ビジネスダイアリーで来年の準備、始めませんか？
皆様に毎年ご好評をいただいておりますビジ
ネスダイアリー２０２０年（令和２年）版が完成し
ました。
今回の表紙は、昨年同様グリーンのチェック
柄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
ダイアリー、各週の予定の詳細を記入できる週
間ダイアリーと、日々の業務予定を管理する上
で便利で充実した内容となっております。
さらに、月ごとに応じた事務チェックポイン
トや経営に役立つ情報も掲載されておりますの
で、デスクに一冊、ぜひご活用いただきたいと
思います。
ビジネスダイアリーは窓口にて直接お渡しい
たします。
数に限りがご
ざいますのでご

せください。
 ＜経営一課＞

現在、ハローワークで求職中の方々の情報で
す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー
ク弘前・紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ
せください。
免許・資格・
専門知識・技術等

職歴・経験等

希望月収（万）
希望勤務地

１

介護実務者
研修科２
６か月

２

パソコン
基礎科１
３か月

Excel３級

幼稚園教諭 ２９年

３

パソコン
基礎科１
３か月

歯科技工士
Excel３級
Word３級

歯科技工士
１４万円

９年２か月 弘前市

４

Web広告
デザイン科
４か月

５

パソコン
基礎科１
３か月

介護職
９か月
介護職員初任者研修修了
１０万円
介護職 １年６か月
介護職員実務者研修修了
弘前市
歯科受付 ９か月

職場で使える Word３級
６ パソコン基礎科 Excel３級
４か月
（サーティファイ）
７

１０万円
弘前市

情報処理検定１級、Webクリエイター 事務員
５年
１５万円
（エキスパート）、フォトショップ、 製造作業員
弘前市
イラストレーター（スタンダード） 
１年７か月
Excel３級
Word３級

Word３級
職場で使える
Excel３級
パソコン基礎科
（サーティファイ）

日本政策金融公庫弘前支店では当所と共
催で、以下の日程で融資相談会を開催しま
す。当日は、日本公庫の融資担当者にご相
談いただけます。
事前に決算書等の書類をご提出いただけ
れば、より迅速に融資審査結果をご連絡で
きます。

製造作業員 １年
１１万円
配達員 １年９か月
弘前市
接客
３か月
接客

清掃員

１年

１２万円
弘前市

５か月

１０万円
弘前市

職場で使える Word３級
８ パソコン基礎科 Excel３級
４か月
（サーティファイ）

レジ係 ３年６か月 １２万円
接客 ２年３か月 弘前市

職場で使える
９ パソコン基礎科
４か月

販売員

職場で使える 栄養士
１０ パソコン基礎科 Word３級
４か月
Excel３級

販売員
２０万円

２１年１０か月 弘前市

６か月

１０万円
弘前市

製造作業員
１年
職場で使える
エクセル表計算処理
１０万円
製造作業員１年９か月
１１ パソコン基礎科
技能認定試験３級
弘前市
食品製造
６か月
４か月
※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。

企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

■青森県事業引継ぎ支援センター出張相談会
主
催 （公財）
２１あおもり産業総合支援センター
開催日時 令和元年１２月１９日㈭、
令和２年１月１６日㈭、２月１３日㈭、
３月１９日㈭
いずれも１３：３０〜１６：００
場
所 弘前商工会議所会館４階４０１室
相 談 者 青森県事業引継ぎ支援センター
専門相談員 佐藤廣和氏
※事前申し込みが必要なので当所へご連絡ください


＜経営一課、二課＞

当所では、日常、業務を行う中での困りごと、
許認可の必要性や商取引でわからないことにつ
いて行政書士による相談会を開催しております。
●開 催 日 １２月１１日㈬・１月８日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 弘前商工会議所会館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
●相談内容の一例
☆建設業や産業廃棄物処理業などの許認可に関
する相談
・許可取得の要件など
☆農地の売買などに関する相談
・農家同士の売買や、農地転用の要件など
☆遺言・相続・成年後見に関する相談
・遺言書の作成方法、遺産分割協議書や成年
後見に関する説明など

＜経営一課＞

時：令和元年１１月１８日㈪～２２日㈮
各日１０：００〜１２：００、
１３：００～１６：００
場 所：日本政策金融公庫 弘前支店
参加費：無料
申 込：事前に日本公庫弘前支店にお電話
ください（℡３６－６３０３）

めにお問い合わ

いて、
「リレーでもバトンを渡す時が一番危な
い。第２走者は一気に加速して第１走者と並列
し、全速力で駆け抜けないといけない」と語っ
ています。
事業承継では、家族等に承継対象者がいる親
族内承継や役員や従業員への承継の他、事業の
全部、又は一部を他社に移譲する第三者承継等
様々な形があります。事業承継に関する相談は
「早すぎる」ということはありません。まずは
当所にご相談ください。
なお、当所会館にて下記のとおり、専門家に
よる相談会を定期的に開催しております。秘密
厳守ですので是非ご利用ください。

お気軽に相談を！
！
『 行政書士相談会 』
（旧：なんでも相談会）

「年末融資相談会」のご案内

日

希望の方はお早

受講訓練
受講期間

２０２５年には我が国の中小企業・小規模事業
者約３８１万社（者）の経営者うち約２４５万人が
７０歳以上になると予測されています。そのうち
約半数の１２７万人が後継者未定といわれていま
す。この状況を放置すると、中小企業等の廃業
が急増して、２０２５年までに約６５０万人の雇用と、
約２２兆円のＧＤＰ（国内総生産）が失われる可
能性があるといわれ、特に地方においては市町
村の存続に関わる大きな課題となることが懸念
されています。
政府では、この事業承継問題を喫緊の課題と
捉え、後継者が決まっている事業者には税制措
置等による支援を、決まっていない事業者には
気付きの機会の提供、マッチング支援等による
後継者探しを支援し、加えて事業承継後の新た
な取り組みについて補助金等で支援するなど、
切れ目のない事業承継支援策を今後１０年間集
中して実施することとしています。
たとえ後継者が決まっていたとしても、事業
承継には経営権や会社の支配権を引き継ぐ「経
営の継承」
、自社株や事業財産などの「財産の継
承」
、さらには経営理念や家訓、信条などを引き
継ぐ「意志の継承」などがあり、引継ぎには一
定の期間と準備が必要となります。ソフトバン
クグループの創業者である孫正義氏は、以前新
聞社のインタビューで後継者への引継ぎにつ

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第３６回：事業者はクーリングオフを使えない？！
Q 個人事業を営んでいますが、先日、ＯＡ機
器の営業マンが突然店に来て、必要もないの
に強引にコピー機を売りつけられてしまいま
した。契約解除はできますか。
A 訪問販売にて契約した場合、「クーリング
オフ」すなわち契約解除をできる場合があり
ますが（特定商取引法）、事業者として契約
した場合は、解除できません。また、執拗な
勧誘や虚偽の説明により契約させられたよう
な場合にも、契約を取り消すことができる場
合がありますが（消費者契約法）、事業者と
して契約した場合はやはり解除できません。
クーリングオフ等の制度は、あくまで「消

費者保護」が趣旨ですので、個人事業主とし
て契約した場合はかかる制度は使えないので
す。最近の訪問販売は、この点を悪用して、
高齢の個人事業主をターゲットにしているケ
ースが見受けられます。
よって、事業に関する取引を行う場合に
は、本当に必要な契約なのかを十分に検討
し、飛び込み営業は断るとか、その場では契
約しないようにする等の対策を取るべきで
す。万が一不必要な契約をしてしまったよう
な場合には速やかに弁護士等の専門家に相談
しましょう。
（横山航平法律事務所

弁護士

横山航平）

4

第748号

令和元年１１月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

〈 屋内出展ブースの様子 〉

〈屋外イベントの様子 〉

お母さんの待
つ
ゴールまで！

仮装ゆるキャラ達もパレード！

令和２年新春祝賀会
●日

時／令和２年１月６日㈪
１７：００～（受付１６：００～）

●場

所／アートホテル弘前シティ

●会

費／４，
０００円（お一人）

●申込締切日／１２月１８日㈬１７：００まで
●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
防止のため、お受けいたしかねますので
ご了承ください）

＜総務財政課＞

１０月１８日～２０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、
「２０１９津軽の食と産業まつり」が開催されま
した。
１９回目を迎えた今回は屋内外あわせて１２０
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。
期間中は和菓子作り、そば打ちなどの体験コ
ーナーや、保育園児による演奏・演技等各種イ
ベントも行われました。
今年は昨年に引き続き東北電力㈱弘前営業所
ブースとして電気メーカー他関連企業７店が出
展、いずれも多くの人で賑わっていました。
会期中には１８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、１２７６枚の
作文と絵が会場内に展示され、最終日に実施し
た表彰式では、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５６，
０００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。
＜経営一課＞

〈清藤会頭あいさつ〉

〈将来の夢コンクール表彰式〉

１０月２０日、ひろさきりんごハロウィン２０１９
が駅前・大町地区を中心に開催されました。
天候にも恵まれ、イベント全体では約１，
２００
名の来場がありました。小学生以下の子供が対
象の『トリック・オア・トリートシールラリー』
体験
マニキュア初
では、駅前及び大町商店街、ヒロロ、アプリー
ズ、イトーヨーカドー弘前店の協力により、対
象店は過去最高の７９店舗となり、参加した子
供も３６０名と昨年を大きく上回る結果となりま
した。街中がかわいい仮装をした子供たちで溢
れ、はじめは緊張しながらも、店員さんにお菓
子をもらって笑顔でお店から出てくる姿が見ら
れました。
その他、ヒロロ３階イベントスペースにおい
て、仮装コンテストやダンスバトル、仮装はい
はいレースなどの白熱した勝負が繰り広げられ
友達と仲良くハロウィン
ました。また各種体験ブースコーナー
では、ハロウィングッズ制作や
仮装コンテスト
ハロウィンメイク体験が行わ
グランプリ
れました。フィナーレの仮
装パレードには約３００名
が参加し、親子連れ、若
者を中心に大いに盛り上
がりました。
☆ホームページにて、イ
ベント当日の様子を収めた
ダイジェストムービーやフォ
トギャラリーを公開中です☆
（ＨＰ）
ひろさきりんごハロウィン
http://ringo-halloween.com
親子揃って手作り衣装！！

＜地域・産業振興課＞

