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「弘前な空間デザイン」
ブランディングプロジェクトブース

商談風景①

商談風景②

平成24年１月20日㈮〜24日㈫の５日間、パ

会期５日間で80を超える商談が行われ、その

リ近郊ノール・ヴィルパン見本市会場にてメゾ

場で注文を受けた商品もありました。これから

ン・エ・オブジェ国際展示商談会が開催されま

も、弘前の地域資源に光をあて、弘前の「もの」

した。当所からは、Hall-1

ethnic-chic-mic（エ

「こと」「ところ」の特徴が活かされた「空間」

スニック・シック・ミック）に「弘前な空間デ

デザインを提案していきます。次年度以降も、

ザイン」ブランディングプロジェクト成果品が

弘前の手仕事物を活用した「あらたな空間デザ

出展し、好評を博しました。

イン」に挑戦し、引き続き欧州でのブランド展

「弘前な空間デザイン」ブランディングプロ

開を行っていく予定です。

ジェクトは、海外販路開拓を支援する中小企業

また、弘前からはブナコ漆器製造株式会社も

庁の補助金制度「ＪＡＰＡＮブランド育成支援

Hall5B co^ te' de' co actuel（コテ・デコ・アクチ

事業制度」を活用して運営されています。津軽

ュエル）及び

塗・津軽打刃物・こぎん刺し・木工等、弘前の

ブースに出展しました。新開発のスピーカー

地域資源の魅力を束ね、キッチン・ダイニング・

「faggio（ファッジョ）」が、欧州でデビュー

書斎といった住空間を、弘前の手仕事物で彩り

を迎えるとあって、試聴ブースには多くの人だ

ます。

かりが出来ていました。

津軽塗成果品

Hall6内、J STYLE+ジェトロ

津軽打刃物（暗紋）シリーズ

＜まちそだて課＞

こぎん刺し成果品

ＢＵＮＡＣＯブース

Knife

Box

2
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誘致企業懇談会開催

当所と弘前
市が主催する
弘前市誘致企
業懇談会が１

月30日に弘前
パークホテル
で開催されま
した。
懇談会には弘前市の誘致企業並びに進出企業
から21社が、主催者側として弘前市から葛西市
長、山田商工観光部長をはじめ担当課の幹部、
当所からは正副会頭等が出席しました。
開会にあたり永澤会頭が挨拶に立ち、「誘
致・進出企業の皆様には日頃から従業員等の雇
用を含めて当市経済の活性化に大きく寄与して
いただいており深く感謝を申し上げたい。超円
高局面の継続やユーロ諸国の財政危機が世界経
済を押し下げる要因となっているなか、各社と
もに厳しい企業経営を強いられているものと思
います。本日の懇談会は、各企業の景況動向等
について報告をいただきながら、弘前市におけ
る今後の事業活動上の課題などについて忌憚の
ないご意見をご披露いただきたい」と述べまし
た。
引き続き各社からの景況報告として、主に分
野別に製造業・アパレル関連・ＩＴ関連・食品
関連・地元企業の５社から業績等を説明いただ
いたあと、懇談は長期化する円高の影響と事業
活動の状況をテーマにフリートーク形式で行わ
れ、今後の課題として、労働力の確保や企業誘
致は１社だけでなく、関連業種も含めて広く行
っていくべきではないかとの意見等もいただき
ました。

平成24年２月15日

弘前かいぎしょ TODAY

弘前市に対する重点要望事項30項目を提出
平成24年度弘前市に対する重点要望事項一覧
Ⅰ未来を育む学術と文化のまちづくり
未来を支える子ども達の笑顔があふれ元気
1
に育つための環境づくりの推進について
※
「弘前人物誌」の再編集発行等について
2
Ⅱ人とふれあい、人が輝く健康のまちづくり
Ⅲ地域資源を生かした豊かな産業のまちづくり
観光の国際化に伴う案内板表示等インバウ
3 ンド観光の推進と受け入れ態勢の整備につ
いて
「弘前感交劇場｣事業の推進体制の強化に
4
ついて
※ 「津軽海峡観光クラスター会議」への一体
5 的な支援について
中小企業の育成と振興を図る経済対策等の
6
実施について
※
建設業の振興に資する施策の実施について
7
※ 第２次産業の振興による産業集積の構築並
8 びに６次産業化の推進と支援について
※ りんご王国を維持・発展するための施策の
9 実施について
農産物の高付加価値化と販売ルートの開拓
10
等について
（仮称）弘前ブランドセンター構想に対す
11
る支援制度の実施について
弘前市販売促進活動特別支援事業等の継続
12
拡充等について
企業誘致活動の積極的展開と雇用の安定と
13 創出を図るための事業者に対する積極的な
支援について
ひろさき実践型ジョブトレーニング事業の
14
継続実施について
Ⅳ安全・快適なあずましいまちづくり
快適な雪国生活の確保のための雪対策の強
15
化について
当所では、去る12月13日に平成24年度の弘前

※は新規項目

※ 観光都市としての安全安心なまちづくりの
16 推進について
※ 害虫等の効果的駆除対策並びにカラス対策
17 の実施について
Ⅴ都市基盤の充実した住みよいまちづくり
弘前市中心市街地活性化基本計画に基づく
18 街づくりの推進と弘前市中心市街地活性化
協議会の運営等に係る支援について
※ 旧第一大成小学校跡地の利活用計画策定の
19 推進について
弘前駅前北地区土地区画整理事業の進捗率
※
アップ並びに駅前遊歩道の利活用対策への
20
支援について
21 市街化調整区域の柔軟な対応について
都市計画道路整備事業の促進と都市計画道
22
路３・３・２号線の早期全線開通について
産業会館を併設した新しい市民会館等の新
23
設検討について
※
公共施設等の利便性向上について
2４
※ 娯楽施設の充実や遊園地・テーマパーク等
25 の招致について
弘前城を中心とした無線ＬＡＮ環境整備に
26
ついて
太陽光発電等省エネ設備設置に対する補助
27
金の実施について
Ⅵその他
青森空港の単独路線解消並びに奥羽本線新
青森駅の利便性向上に係る国、県、関係機
28
関等に対する要望活動の実施と航空割安料
金等の設定について
※ 津軽の食と産業まつりへの補助金の増額等
29 について
※
市議会のさらなる情報公開等について
30
獲駆除による個体数減少対策の実施を要望。

市に対する重点要望事項として市政全般にわた

〔要望26〕弘前城を中心とした無線ＬＡＮ環境

る30項目を弘前市長並びに弘前市議会議長宛て

整備について：観光客がモバイル端末機器で無

に提出いたしました。今回の要望では地域資源

線ＬＡＮを活用し現在過去未来を体感できる情

を生かした豊かな産業のまちづくり分野の振

報の発信を行い、訪れた人に次の行動を促す情

興」を中心に、13項目を新規に盛り込んでおり

報を与え市内を回遊する仕組みの構築を目指す

ますが、主な要望内容は次のとおりです。

ためにも、弘前城を中心とした早急な無線ＬＡ

〔要望４〕津軽海峡観光クラスター会議への一

Ｎ環境整備について昨年度に続き再度要望。

体的な支援について：平成23年度に当所が函館

〔要望29〕津軽の食と産業まつりへの補助金の

商工会議所・㈱みちのく銀行とともに設立した

増額等について：今年度のまつりは史上最大と

同クラスター会議は、平成27年度の北海道新幹

なる73,000人を超える人出を記録するなど大い

線
（新青森−新函館）
開業を見据え、弘前市と函

に賑わいを見せたところであるが、来年度の開

館市が観光を軸として連携することにより、

催にあたり、現在使用の出展ブース用のパネル

様々な経済効果を誘発し地域経済の活性化を目

の老朽化が進み新しいパネルへの切り替えが必

指すもので、外国人観光客の共同誘致や津軽海

要となっていることから、パネル作成資金の助

峡を挟んだ旅行商品の共同開発・物産共同出店・

成としての補助金の増額を要望。

イベント交流などを進めていくこととしている

以上のほか、具体的な項目として、子どもた

ことから行政としての一体的な支援を要望。

ちが笑顔で元気に育つための環境づくりの推進

〔要望９〕りんご王国を維持・発展するための

として、市内小中学校における農業授業導入に

施策の実施について：日本一の生産量を誇るり

よる学習機会の創出と子育て支援。中小企業の

んご王国として農業者の兼業化・高齢化による

育成と振興を図るための弘前市融資制度の拡充

後継者不足への対策の強化とともに放任園地の

強化。雪対策としての排雪強化や雪道における

有効活用や取得支援、機材等の貸与制度等各種

自転車通行の規制。中心市街地活性化のための

支援制度の拡充について要望。

街づくりの推進及び複合商業施設ジョッパルの

〔要望17〕害虫等の効果的駆除対策並びにカラ

再生を目指して設立された㈱マイタウン弘前に

ス対策の実施について：観光都市として街路樹

対する支援など市政全般にわたる要望となって

等に大量発生するアメリカシロヒトリ等の害虫

います。

発生情報の発信強化と駆除並びにカラス被害の

なお、今回の要望については、弘前市に対し

減少を実現するための抜本的な対策としての捕

て２月末日までの回答をお願いしております。
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弘前かいぎしょ TODAY

そうだんしょ

TODAY
人材バンク
希望職種

希望
月収

住所

ウ ェ ブ
1 制
作 20 弘前市

職歴・経験等
Web講師
放送送出
部品検査
運転業務
食品製造

4ケ月
6ケ月
1年6ケ月
15年
7年

販売、接客
4年
調剤薬局
2 事
1年7ヶ月
務 15 弘前市 保育

3 清

掃

清掃
10 弘前市 りんご詰め
家政婦

タクシー運転手 2年
3年
2年
他

5 営

業

電気機械製造等

6 製

造 17 弘前市
秘書

7 一般事務 10 弘前市 事務補助
看護助手

8 マッサージ 17 弘前市 歯科助手

13年
8年
他

希望勤務地
時
間

弘 前 市
9:00〜
18:00

大卒

青森県内
8:30〜
18:30

普通運転免許

日本語ワープロ2級
幼稚園教諭１種
調剤事務管理士

高卒 介護福祉士
専門学校卒（介護福祉士）
普通運転免許
（AT限定）
２種
MosWord、Excel、
PowerPoint、Access2007
高卒

普通運転免許

移動式クレーン
フォークリフト
日商簿記2級

高卒

7年 普通運転免許
他
6年 短大卒
2年 普通運転免許
他 日商珠算検定2級
12年 高卒
3年 介護福祉士
他 温泉入浴指導員

当所のパソコンを利用して、入力の指導を受け

て、申告書や決算書の作成や内容に関する相

ながら申告してみましょう。ご自分の住基カー

談・指導を実施します。記入の仕方がわからな

ドで初めて電子申告する場合には、最高4,000

い、自分で記入したがチェックしてもらいた

円の税額控除が受けられます。

弘 前 市
8:00〜
17:00
弘 前 市
不 問
弘 前 市
8:00〜
17:00
弘 前 市
不 問
弘 前 市
不 問
弘 前 市
9:00〜
21:00

ガソリンスタンド
ガソリン
業務 14年
9 スタンド 14 弘前市
販 売 員
他

高卒 普通運転免許
ガス溶接 乙種第4類危険物
シャシ3級自動車整備士
エクセル・ワード3級
他

弘 前 市
8:00〜
18:00

食材卸等ルート
営
業
20年
10 （ルート 19 弘前市 セールス
セールス）
他

高卒 普通運転免許
大型特殊 大型自動二輪
玉掛け 移動式クレーン

弘前市及び
近
郊
8:00〜
18:30

小規模企業共済にご加入を！

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事

ある方を優先して対応いたします。

めします。パソコンから国税庁の提供するホー

例年申告期限が近づくほど混み合いますし、

ムページを利用して、決算書と確定申告書の作

記入や添付書類の不備があるとさらに時間が必

成が可能です。パソコンをお持ちでない方も、

要となりますので、早めに申告しましょう。

◆所得税の確定申告期間

◆お持ちいただくものチェック表
（お手元に無い場合もあります）

平成24年２月16日㈭〜3月15日㈭
◆消費税の確定申告期間
平成24年2月16日㈭〜4月2日㈪
◆当所での相談対応時間
上記期間（土・日・祝日を除く）の
9：00〜17：15
※ただし最終日はいずれも12:00まで。
◆場所
弘前商工会議所5階相談コーナー
税理士特別相談日
税理士による税務相談を実施します。利用を
希望の方は、事前にご予約ください。
◆開催日

送付された確定申告書（所得税・消費税）
送付された収支決算書または収支内訳書
送付された申告のお知らせハガキ
売上以外の収入のわかる源泉徴収票など
小規模企業共済等掛金払込証明書
生命保険料控除証明書
地震保険料控除証明書
長期損害保険料控除証明書
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
国民年金基金の社会保険料控除証明書
国民健康保険料などの納付書（1月〜12月分）総勘定元帳や
経営管理ノートなど、売上・仕入高・経費のわかるもの
控除対象となる配偶者や扶養親族がいる場合、
その方の前年中の所得額のわかるもの
（住宅借入金等特別控除を受ける場合）

平成24年2月23日㈭・29日㈬

年末残高証明書、住宅借入金等特別控除申告書

3月7日㈬・14日㈬

（医療費控除がある場合）
個人別・支払先ごとのレシートや領収書
（税金の還付がある場合）
申告者名義の金融機関と口座番号のわかるもの
申告する方の印鑑

◆時間
10：00〜16：00
＜経営支援課＞

永年勤続表彰おめでとうございます

※希望月収…本人希望によるものです。
事業主の方の退職金

なお、期間中は大変混み合いますので、なる
べく事前に予約のうえお越しください。予約の

また、申告の際にはｅ−Ｔａｘの利用をお勧

大学中退 フォークリフト
Word2級 Excel3級
ジョブカード講習登録証
普通運転免許
食品衛生管理者

5年
高卒
5年 普通運転免許
9年

販売
インスト
4 ラクター 15 弘前市 介護

運転・配達
20 平川市 精肉販売

学歴・免許・資格等

当所では、所得税と消費税の確定申告につい

など、様々なご要望にお応えします。

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎38─8609）

３

確定申告はお早めに！ ｅ-Tax がおすすめ！

い、完成した決算書を基に経営の相談をしたい

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成24年２月15日

当所と弘前市では毎年共催により、永年勤続
優良従業員表彰式を開催しております。

勤続年数30年以上で、日本商工会議所会頭と
当所会頭との連名表彰の対象となる方が24名

業主（共同経営者含む）または会社等の役員の

これは市内の事業所に永年勤務され、弘前市

（別表）、弘前市長と当所会頭との連名表彰の

方が事業をやめられたり、退職されたりした場

商工業の発展に尽くされた方々の労を称えるも

対象となる方のうち、勤続20年〜29年は22名、

合に、生活の安定や事業の再建を図るための資

のです。

10年〜19年は59名となっております。

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
常時使用する従業員の数が20人以下（商業・
サービス業では5人以下）の個人事業主（共同
経営者含む）および会社の役員です。加入時の
年齢の上限はありません。
・掛金

今回表彰されるのは、
34事業所から推薦され、

表彰されます皆様の永年のご努力を称える

当所労働福祉委員会で審査、承認された105名

と共に、今後の益々のご活躍をご期待いたしま

の方々です。

す。

勤続
年数

事業所名

氏

名

勤続
年数

＜情報調査課＞

事業所名

氏

名

53

㈲富田牛肉店

福士

芳昭

32

シナネン㈱東北支社弘前営業所 成田由喜子

44

弘前ガス㈱

藤田

正語

32

㈲すずき和裁研究所

高杉

42

弘前ガス㈱

須藤

芳雄

32

㈱光美容化学

木村千賀子

42

㈲弘前こぎん研究所

三浦佐知子

31

㈱石沢工業

奈良

晃喜

所得から控除できます。

40

㈱堀江組

佐々木良彦

31

㈱マルノ建築設計

福島

昭雄

・共済金の受け取り

38

グリーン交通㈱

清藤

泰正

31

吉川建設㈱

齋藤

敏

36

㈱石沢工業

成田

一郎

30

弘果弘前中央青果㈱

工藤

俊次

は退職所得扱い、分割受取の場合には公的年金

36

㈱マルノ建築設計

片山

博

30

弘果弘前中央青果㈱

工藤

博文

等の雑所得扱いとなります。

35

弘果弘前中央青果㈱

赤坂

尚彦

30

弘果弘前中央青果㈱

齋藤

嘉章

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、

35

弘果弘前中央青果㈱

三浦

修

30

弘果弘前中央青果㈱

佐藤

全宏

臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証人

35

吉川建設㈱

櫻庭

正仁

30

弘果弘前中央青果㈱

高山

晴彦

34

吉川建設㈱

相馬

實

30

㈱弘前公益社

齋藤

愛男

毎月の掛金は、1,000円〜70,000円の範囲内
（500円単位）で自由に選べます。
・掛金は全額所得控除
掛金は、その年に支払った全額が｢小規模企
業共済等掛金控除｣として、その年の課税対象

共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満
期はありません。共済金は一括受取りの場合に

・担保・保証人不要で貸付制度が利用可能

不要で受けられます。
＜経営支援課＞

悦子

4
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弘前かいぎしょ TODAY

平成23年度「弘前商業連合会」視察研修会報告

入場無料 2/18開催

「ヒロコレ〜ひろさきコレクション」
弘前市内のアパレルショップのファッション
ショー「ヒロコレ〜ひろさきコレクション」が
２月18日㈯に当所で開催されます。
このショーはファッションを通した地域活性
化を目指し、ファッション甲子園実行委員会が
主催しているもので、
今回で３回目となります。
今年も、各ショップの個性が光る春夏シーズ
ンお薦め商品をご紹介します。また、今回は初
の試みとして１日限定ショップをオープン。お
気に入りのショップの商品をその場で購入する
ことができます。

新長田地区商店街

中之島クルーズ

その他、お楽しみイベントもご用意しており
ます。無料でご入場いただけますので、皆様の

当所が事務受託している弘前商業連合会（菊

内海に浮かぶ直島は、「現代アートの手法によ

お越しをお待ちしております！

池清二会長）は、１月10日〜12日の３日間、神

るまちおこし」に取り組んでおり、その試みは

ファッションショー

戸・香川県直島町・大阪の３つのエリアを訪問

国内外の注目を集めています。安藤忠雄氏設計

時

間

14：00〜15：00（開場13：00）

先として先進商業地視察研修会を開催し、会員

による「地中美術館」は、建物の大半を地中に

場

所

弘前商工会議所１階･２階特設会場

４名が参加しました。

埋めることで、島の景観との調和を図っていま

入場料

初日は、阪神淡路大震災からの復興に取り

した。同じく安藤氏設計の「ベネッセハウス」

１日限定ショップ

組む神戸の街を視察しました。「北野工房のま

は、高級リゾート施設に美術館が併設されてお

時

間

10：00〜17：00

ち」は震災被害と児童数減少により廃校になっ

り、瀬戸内の風光に恵まれた直島の魅力を活か

場

所

弘前商工会議所２階大ホール

た旧北野小学校をコンバージョン（既存のビル

す施設になっていました。

ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ＆１日限定ｼｮｯプ出店名

無料

ｌｉｎｋｂｏｘ、ルネスアベニュー、ａｇｅ

や倉庫などを用途転換する手法）した“体験型

最終日は、西日本の商業・物流の集積地であ

工房”であり、来館者向けに50余りの制作体験

る大阪を船窓から探訪する「中之島リバークル

ａｎｃｃｉｃａ、メゾンｈｉｒｏｓａｋｉ

メニュー（各種工芸、グルメ等）を実施してい

ーズ」に参加しました。大阪が“水都”として

さくら野百貨店弘前店

ました。「新長田地区商店街」は、震災被害の

発展してきた歴史が体感できる内容でした。

ＧＵＴ‘Ｓ

ＤＹＮＡＭＩＴＥ

ＣＡＢＡＲＥＴＳ（ショーのみ）

後、大規模な区画整理と再開発が行われ、街の

今回視察で訪れた地域は、元々有している観

機能の大部分は、商業スペース（１階と地下）

光資源に対して、これまでにないユニークなア

ＣＩＥＮＴＯ（１日限定ショップのみ）

と居住スペース（２階以上の高層マンション）

プローチで磨きをかける試みを行っており、ま

※ショーは全てレディース物となります。

からなる“巨大複合施設”の中に収められてい

ちづくり先進事例を学ぶことができました。

当日限定イベント

＜まちそだて課＞

ました。

①ヘアアレンジ、ネイル、アイラッシュ体験
各体験ともにすべて事前予約・先着順となり

二日目は香川県直島町を視察しました。瀬戸

商工会議所会館

貸会場をご利用下さい！
各階ネット環境・ウォシュレット完備
詳しくは総務財政課まで

ます。料金は震災復興チャリティー募金とし
てお気持ち分をいただきます。
②カフェオープン
お洒落でおいしいフレーバーシロップを使っ
たドリンクを提供します。
ファッション甲子園実行委員会事務局担当
＜まちそだて課＞

