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弘前商工会議所
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（購読料は会費の中に含まれています。）

が決定しました！

第12回

当所独自の顕彰制度である「街づくり大賞」は、弘前市において商工農業をはじめ、各界の分野において地道な活動で地
域の振興発展に寄与する等、元気ある街づくりに功績のある方々を表彰し、その不断の努力を称えるために制定されたもの
です。このたび選考委員会が開催され、第12回目の大賞が決定いたしました。
今回は地場産業振興部門から２件が選定され、街並み景観部門は該当候補なしという結果となりました。
地場産業振興部門大賞

地場産業振興部門大賞

国立大学法人弘前大学

㈲二唐刃物鍛造所

地域文化振興部門大賞
特定非営利活動法人「弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる」

【選考理由】

【選考理由】

「未利用水産資源から抽出した

その家系は、津軽藩お抱えの刀匠として350

平成17年の設立以来、常に子育て支援の視点

年以上の歴史を持つ刀鍛冶の名門。明治期以

を念頭に多岐にわたる活動を展開。特に「あお

降、包丁などを打つ町の鍛冶屋に転じる。硬く

もり遊び体験広場」事業では、安全・安心・良

弘前大学では地方独立行政法人青森県産業技

鋭利なハガネの耐衝撃性の弱さを、軟らかな地

質な玩具「グッド・トイ」と温もり溢れる県産

術センター等と連携し、これまで主に廃棄処分

金と打ち合わせることによって補完するという

材を使用した「木製玩具」など、創造性の育成

されていたサケ（鮭）の鼻軟骨から、高純度の

同社の卓越した「鍛接」技法は藩政時代から培

やリハビリ効果が期待できる優れたおもちゃの

プロテオグリカン（保湿性及び抗炎症作用等の

われた匠の技が現在にも脈々と受け継がれてい

遊び体験が常時できるスペースを中心市街地に

多彩な機能を持つ糖たんぱく質の一種）を低コ

ることを物語る。

設置するとともに、市内で開催されるイベント

プロテオグリカンを利用した新産業の創出」

ストで精製する技術を開発。

【選考理由】

平成19年度からは当商工会議所が実施の鍛冶

や行事にも積極的に参画。

これにより、食品・化粧品・医療関係品等の

町・鍛造刃物産業構築「津軽打刃物」ブランド

あわせてものづくり事業者とサービス提供者

多様な分野において、未利用水産物を有効活用

展開プロジェクトに参画、メゾン・エ・オブジ

の育成確保や需要拡大につなげる仕組みづくり

した製品開発を行うことのできる展望を開く。

ェを始めとした国内外の展示商談会にも積極的

を行うなど、地域資源や人材を活用した地域ぐ

地域に眠る資源を活かした新産業と雇用の創出

に出展している。特に日本刀を想起させる同社

るみの子育て支援と高齢者介護支援に向けた環

により、地域経済活性化を可能にするモデルケ

の「暗紋」は、日本文化に興味を持つ欧米人は

境づくりを推進している。

ースとして高く評価されるとともに、今後大き

じめ国内からも高い評価を得ており鍛造の火を

子どもたちに住み良く優しい地域社会の再生

なビジネスチャンスとして成長することが期待

守り続けての同社の取り組みは地場産業の振興

を目標とした同団体の活動は、子どもたちの健

できるなど、地場産業の振興に大きく寄与して

と宣伝に大きく寄与している。

全育成と新たなまちづくりの推進に寄与するな

いる。

【受賞コメント】吉澤俊寿代表取締役社長

ど地域文化の振興に大きく貢献している。

【受賞コメント】加藤陽治理事・副学長

「このままでは鍛冶屋は地域遺産になってし

弘前大学の長年の取り組みを評価していただ
き誠にありがとうございました。

まう」という故田中央博士（前弘前まちそだて
大使）からの言葉を胸に、今日まで頑張ってき

これからも産学官連携により、地場産業の振

ました。

【受賞コメント】清野眞由美

代表理事

当法人は「子育て支援の目線」を運営の柱に
して、様々な活動を行って参りました。
今後も「子どもの笑顔あふれるひろさきづ

興に貢献できる研究に努めて参りたいと思いま

若い後継者も育ってきておりますので、今回の

くり」を目指し、ベストを尽くして参りますの

す。

受賞を励みに微力ながら今後も地域貢献してい

で、ご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願

きたいと思います。

い申し上げます。

商工会議所会館

貸会場をご利用ください！
長島２-１-７

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
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部会だより

事業実施報告

坂本育造元常議員ご逝去

生活商業部会
商業連合会と合同で金沢市を視察

沢市民の台所

氏（元

である「近江

締役）が11月13日にご逝去

生活商業部会（鎌田興治部会長）は、当所が

町いちば館」

されました。行年85歳。

事務受託している弘前商業連合会（菊池清二会

を見学した

坂本氏は、前任者の葛西

長）と合同で、11月４〜６日の３日間、石川県

後、中心商店

俊夫氏の後任として昭和61

金沢市を訪問先とした先進商業地視察研修会を

街の一つであ

年４月６日に当所議員に就任、議員５期を務め

開催し、５名が参加しました。

る 竪 町（ た て

たあと平成10年11月から常議員となり、同社の

ま ち ）商 店 街

役員を退任される平成15年６月20日までの17年

が予定されている金沢の主要観光施設を見学し

振興組合理事長と金沢市商業振興課担当者を交

間の長きにわたり議員活動にご尽力をいただき

ました。日本三大庭園の一つである「兼六園」

えた勉強会を開催しました。
駅から繁華街が離

ました。この間、労働福祉委員長として永年勤

は、国内外からの多数の観光客で溢れていまし

れている、
城下町である、
等金沢市と弘前市には

続優良従業員表彰式を指揮されたほか、運輸・

た。また、隣接する金沢城公園では、新幹線開

共通項も多く、
参加者は金沢市の中心市街地活

交通部会副部会長として業界の発展と地域経済

業に向けて、「金沢城三御門」の一つである橋

性化策について熱心に質問をしていました。
二

の振興に多大なる貢献をされました。

爪門の復元工事が急ピッチで進められていまし

日目の晩は、
北陸三県で最大級の温泉街の一つ

た。市内の移動には北陸鉄道㈱の「城下まち周

である山代温泉に宿泊しました。

初日は、平成27年春に北陸新幹線新駅の開業

二日目は金

当所元常議員の坂本育造
弘南鉄道㈱専務取

ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈
り申し上げます。

遊バス」を活用しました。バス本数の多さや、

今回視察で訪れた金沢市は、新幹線開業を控

バス停での「待ち時間液晶表示」システム等か

えた積極的な事業展開を官民挙げて行ってお

議員

らは、金沢の観光インフラの地力が感じられま

り、まちづくり先進事例を学ぶことができまし

議員の職務執行者変更届が出されましたの

した。

た。

建設部会
ジャパンホーム＆ビルディングショー視察

＜まちそだて課＞

東京スカイツ

取締役

リーに昇るこ
とができまし

16日の日程で、「ジャパンホーム＆ビルディン

た。展望デッ

グショー2012」と東京都内を巡る視察研修会を

キからの眺望

実施しました。

は、遠くに富

平川
所

支社長

正敏

2012」は全国の建設、建設関連業者が出展する

ことができる

とともに、各種セミナーが開催され、住宅・建

など壮観なものでした。

弘前営業所

長

中桐

士山を眺める

正

日華友好の翼 台南・高雄・台北を巡る４日間

今回は時間の都合で展望回廊の視察は叶いま

ている日本最大規模の展示会です。出展者数が

せんでしたが、来場者の多さに、関心の高さが

国内外合わせ約600社、来場者数は３日間で約

うかがえました。さらに、一昨年は船上より見

３万人に上り、参加者は、それぞれ興味のある

上げた東京ゲートブリッジを今回は渡ることが

ブースで真剣に情報収集を行っていました。

できたなど、一昨年からの参加者は、その経過
を見てしきりに感心していました。
＜情報調査課＞

写真提供：台湾観光局

築関連業者の貴重な情報収集と商談の場となっ

一昨年は建設中、完成した昨年は外観のみの

弘前支社

アクサ生命保険㈱

「ジャパンホーム＆ビルディングショー

また、本年は建設業に関連する視察として、

で、お知らせいたします。（順不同・敬称略）
㈱東奥日報社

視察であった

建設部会（吉川功一部会長）では、11月15〜

新しい議員さんです

医療福祉専門サービス部会
ボウリングで部会員親睦

しんでいまし
２ゲームの

弘前市は、アップルマンゴーが特産品の台

医療福祉専門サービス部会（阿保鉄幸部会

合計点で競わ

湾・台南市と「アップル」つながりの果物交流

長）では11月12日、部会員親睦ボウリング大会

れた今大会の

事業を展開しており、６月には台南市から約

をアサヒボウルで開催いたしました。

優勝者は㈲東洋美装の髙野さんに決定し、大会

300人の訪問団が来弘しています。

当日は、７事業所から老若男女さまざまな年

た。

後に開催された懇親会にて表彰されました。

代の方々が参加し、ハイスコアを目指して力投

今回は入賞賞品を参加事業所様より多数提供

しました。ゲーム中は、あちこちで歓声が沸き

していただいたため、入賞者が参加者の半分に

起こり、ハイタッチをする人、ガッツポーズを

なり参加された皆さんは非常に満足していまし

する人、肩を落とす人など皆さん思い思いに楽

た。

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数2,537件（特別会員含む）

新入会員紹介
事 業 所 名
スーパーホテル弘前

＜総務財政課＞

代 表 者

住

所

齊

藤

元

弘前市土手町148

三

浦

稔

平川市本町平野24−1

営業内容
ビジネスホテルの経営全般

新入特別会員
ヒラカワ土地

住宅地の開発申請分譲、アパートの仲介、
民間外構工事請負、共同墓地開発分譲斡旋

このたび、弘前・台南の相互交流の促進を図
るため、市長をはじめとする関係者が訪台する
こととなりました。
これに併せ、次の日程で青森空港−台湾の直
行チャーター便が運航されることとなり、「日
華友情の翼 古都台南・港町高雄と大都市台北
を巡る４日間」を実施します。
美しい自然や豊かな文化など、台湾の魅力を
満喫できる内容となっています。この機会に参
加してみませんか。
※詳しくは、
本号折込チラシをご覧ください。
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所得税等が改正されています。ご注意ください！

そうだんしょ

TODAY

平成24年分から適用される所得税等の改正点

控除及び個人年金保険料控除が適用され、

のうち、主なものを抜き出してお知らせしま

控除額の計算は次のとおりです。（これま

す。
今回の年末調整と、
来年３月15日申告期限の

でと同じです）

所得税も対象となりますので、
ご一読ください。
1

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成24年12月15日

納期の特例の承認を受けている源泉徴収義

〜 25,000 円

務者が７月から12月までの間に支払った給与

25,001 円 〜 50,000 円

支払保険料等 ×1/2+12,500 円

等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の

50,001 円 〜 100,000 円

支払保険料等 ×1/4+25,000 円

納期限が、翌年１月20日とされました。

100,000 円 超

これに伴い、納期の特例適用者に係る納期

2013年版ビジネスダイアリー
内容の訂正について

③

限の特例の制度は廃止されました。

先月号でご紹介したビジネスダイアリーです
が、内容に誤りがありました。
訂正箇所は7ページ目、1月の月間スケジュ

一律 50,000 円

新契約と旧契約の双方について保険料控
除の適用を受ける場合には、上記①及び②
にかかわらず、一般生命保険料控除又は個

与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税

人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次

の納期限は７月10日です。（変更なし）

に掲げる金額の合計額（上限４万円）とさ

医療費控除の対象範囲に、介護福祉士によ

れました。

る喀痰吸引等および認定特定行為業務従事者

イ

による特定行為に係る費用の自己負担分が加
3

ロ

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額
の必要経費算入の特例
（措法28の２）
の適用期
限が平成26年３月31日まで延長されました。

4

新契約の支払保険料等につき、上記①
ハの計算式により計算した金額

えられました。
となっていますが、正しくは

支払保険料等の全額

なお、１月から６月までの間に支払った給

2

ールのページです。

控 除 額

年間の支払保険料等

旧契約の支払保険料等につき、上記②
の計算式により計算した金額

5

雇用者の数が増加した場合の所得税額の特
別控除が創設されました。

生命保険料控除が改組され、次の①から③

青色申告書を提出する個人で、本年及び前

までによる各保険料控除額の合計適用限度額

年において離職者がいないことにつき証明

の誤りです。

が12万円とされました。

がされたものが、平成24年から平成26年まで

同様に、2014年1月のページも

①

の各年のうち、基準雇用者数が５人以上（中

平成24年１月１日以後に締結した保険契
約等
（以下、
「新契約」
といます）
に係る控除

小企業者については２人以上）及び基準雇用

イ
となっていますが、

ロ
の誤りです。
お詫びして訂正させて頂きます。
＜経営支援課＞

人材バンク
受講訓練
受講期間

住所

公的職業訓練修了者情報

免許・資格・専門知識・技術等

職歴・経験等
18年

日商簿記３級
オフィスビジネス
８
エクセル検定３級
2
専修科
弘前市 日本語ワープロ検定３級 洋服販売業 11年（パート）
WEBクリエイター初級
弘前市内
６か月
珠算３級
普通運転免許
オフィスビジネス
情報処理技能検定表計算２級
事務職
3
専修科
弘前市
日本語ワープロ検定２級
７か月
ビジネス文書３級

5

普通運転免許

ITスキル基礎科
弘前市 MOSワード
３か月

MOSエクセル

ITスキル基礎科
弘前市
３か月

事務職

普通運転免許 MOSワード
MOSエクセル 車両系建設機械
運転手
玉掛技能講習 ガス溶接技能講習
販売業
フォークリフト運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習

普通運転免許

MOSワード
ITスキル基礎科
6
平川市
MOSエクセル
３か月

８
７年（パート）
弘前市内
４年

１５
弘前市内

７年 ２０
９年 弘前市内

１２

ネットショップ
弘前市
（自営）
５年

調剤事務管理士

近郊

運行管理及び事務
８年 ２０
CADオペレーター
２年 弘前市内
イラストレーターエキスパート プログラマ
17年
普通運転免許

DTPデザイン科
フォトショップクリエイター
7
藤崎町 エキスパート
６か月

れ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額

は特約に係る支払保険料等について、介

以上である各年分において一定の事業を行な

護医療保険料控除が設けられました。

っている場合には、20万円に基準雇用者数を

新契約に係る一般生命保険料控除及び

乗じて計算した金額の特別税額控除ができる

個人年金保険料控除の適用限度額は、そ

こととされました。ただし、その年分の事業

れぞれ４万円とされました。

所得に係る所得税額の10％相当額（中小企業

上記イ及びロの各保険料控除額の計算

〜 20,000 円

控 除 額

しくは、国税庁ホームページでご覧いただけま

支払保険料等の全額

す。パンフレットは当所にもございますのでご

20,001 円 〜 40,000 円

支払保険料等 ×1/2+10,000 円

利用ください。

40,001 円 〜 80,000 円

支払保険料等 ×1/4+20,000 円

国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/

80,000 円 超

②

一律 40,000 円

平成23年12月31日以前に締結した保険契
約等（以下、「旧契約」といいます）に係
る控除については、従前の一般生命保険料

当所女性会（葛西キミヱ会長）は11月20日、
ホテルニューキャッスルで2012チャリティーダ
ンスパーティーを開催しました。当日は悪天候
にも関わらず、ダンス愛好者約270名の方々が
参加し、ダンスを楽しみました。
野澤副会頭の音頭で来場者と乾杯した後、会
場内では華やかな衣装を身に着けた老若男女
が、音楽に合わせ軽快なステップを踏んでいま
した。また、大溝ソーシャルダンススタジオの

近郊

大溝幹夫先生・大溝隆子先生によるデモンスト

9

普通運転免許 Webクリエイター上級 マシンオペレーター
WEBショップ
１５
ワード３級 エクセル３級
６年
エンジニア科 弘前市 パワーポイント初級 ２級ボイラー技士 重油等配達、
弘前市
６か月
３級ガソリン整備士 危険物乙四類
ガソリンスタンド５年 近郊

７年 弘前市

断裁機オペレーター、
WEBショップ
８
普通運転免許
電子組版オペレータ
10 エンジニア科 弘前市 Webクリエイター上級
（パート）
ー、編集オペレーター
ワープロ技能検定試験３級
６か月
等製本業
25年 弘前市内

※希望月収…本人希望によるものです。
※ハローワークに求職申し込みをしている人材に求人条件の提供
を希望する場合は、求人の申し込みが必要です。

ホーム＞税について調べる＞パンフレット・手
引き＞平成24年分所得税の改正のあらまし(平
成24年４月）
＜経営支援課＞

女性会チャリティーダンスパーティー盛況

１５

8

普通運転免許
WEBショップ
Webクリエイター上級
製造業
エンジニア科 弘前市
ワード１級 エクセル２級
６か月
ITパスポート

者については20％相当額）を限度とします。
これ以外にも、多くの改正がされています。詳

年間の支払保険料等

希望月収
希望勤務地

２０
弘前市

者割合が10％以上であることにつき証明がさ

は次のとおりです。

お問い合わせはハローワーク弘前へ
（☎38─8609）

普通運転免許
オフィスビジネス
栄養士 調理師
飲食業
1
専修科
弘前市
MOSワード
６か月
情報処理技能検定表計算３級

4

ハ

新契約のうち、介護（費用）保障又は
医療（費用）保障を内容とする主契約又

レーションが行われ、情熱的なダンスで会場を
盛り上げてくださいました。
例年パーティーの収益金の一部で弘前公園に
訪れる観光客用雨傘を寄贈しています。今年の
春までに累計1,880本の傘を寄贈しており、今
回で2,000本の節目を迎える予定です。
＜経営支援課＞

4
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弘前かいぎしょ TODAY

全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞
「観光立 地域 特別賞」受賞表彰式

〜全国商工会議所観光振興大会 in 高知〜

弘前りんごフェア
アクティブ・トレーサビリティ実施

10月24〜26日の３日間、高知県高知市及び周
辺３市１町を会場に、「平成24年度全国商工会
議所観光振興大会in高知」が開催され、全国の
商工会議所会員・観光産業関係者ら840名が参
加しました。当所からは前田副会頭以下、４名
が参加しました。
この大会は、各地域における観光施策に対す

高島屋新宿店と弘前の選果場を
ネットでつなぎました

る意識改革を促し、ホスピタリティの能力（歓
待の精神）を向上させ、「まちづくり運動の一

10月27・28日、11月23〜25日、弘前りんごフ

環としての観光振興」を継続的に推進していく

ェアを髙島屋新宿店、柏店、大阪店、堺店で開

ことを目的に平成16年度より全国各地で開催さ

表彰を受ける前田副会頭

れており、本年で９回目の開催となります。

催いたしました。新宿店以外の３店舗では今回
が初めての開催となります。

25日の本大会では「平成24年度全国商工会議

ている「弘前感交劇場」の取組みが高く評価さ

10月27日・28日は生産者の方が直接売場に立

所きらり輝き観光振興大賞」の表彰式が行われ

れ、大賞に次ぐ特別賞を受賞しました。代表し

ち、お客様とコミュニケーションをとりながら

ました。

て日本商工会議所・岡村会頭より表彰状を受け

試食販売を行いました。

他地域の模範となる観光振興活動を顕彰する

取った前田副会頭は「引き続き、関係者と一体

11月23〜25日は、昨年度に引き続きインター

制度である同賞において、当所は地域を劇場に

となって一層観光振興に尽力したい」と決意を

ネットで新宿店青果売場と弘前をつなぎ、生産

見立て、関係各機関との連携した事業を展開し

語っていました。

者とお客様が画面を通して直接コミュニケーシ

＜まちそだて課＞

弘前市に対する重点要望事項を提出

ョンをとることで生産物に関する不安や不満を
解消しよう、というアクティブ・トレーサビリ
ティを実施いたしました。

当所では、去る11月21日開催の常議員会にお
いて平成25年度の弘前市に対する重点要望事項

弘前側は気温５℃以下のなか、㈲イーエム総

として市政全般にわたる36項目を機関決定し、

合ネット弘前の選果場から中継を結び、生産者

11月29日には正副会頭が弘前市役所を訪ね、市

とお客様とのコミュニケーションを実現いたし

長並びに市議会議長に建議書を提出いたしまし

ました。ご当地アイドル・アルプスおとめのメ

た。

ンバーも弘前側から参加し、りんごクイズ大会

今回の要望では、「（仮称）弘前市総合産業

やじゃんけん大会などで髙島屋の売場を盛り上
げました。

振興計画の策定について」をはじめ、「ものづ
くり技術・伝統文化の継承と若手育成」、「市

また、今回からりんご加工品、ジュース、ジ

議会だよりの内容の更なる充実」、「弘前市新

ャム、
ドレッシングの取扱いも動きだし、
６次産

規採用職員の民間企業への研修実施」などの新

業化を推進してまいります。＜まちそだて課＞

規項目13件を含む内容となっており、今回の要

葛西市長に 36 項目の要望を提出

望事項については、弘前市に対して２月末日ま

長は、「市民のための提案が今回も盛りだくさ

feel NIPPON 旅フェア 2012 出展

での回答を求めております。

ん。できる限り予算編成に配慮していきたい」

11月９〜11日、平成24年度地域力活用新事

永澤会頭から要望事項を受け取った葛西市

と述べました。

弘前市フランス開発調査官民ミッション団

業∞全国展開プロジェクトの一環としてfeel
NIPPON旅フェア2012が東京都・池袋サンシャ
インシティで開催されました。

弘前市長を団長に、当所からは清藤副会頭を

当所からは、今年度全国展開事業で開発予

はじめ総勢９名のミッション団が、りんご加工

定の「弘前感交劇場・りんごで巡る産業観光」

品や伝統工芸品などについて、海外への販路拡

や、弘前観光コンベンション協会にご協力いた

大や相互交流による新たな展開の可能性を探る

だいて「弘前街歩き」等の旅行商品を出展いた

目的でフランスを訪問しました。（10月20日〜

しました。商談数は３日間合計で15件、来場者

26日の７日間）

数は93,099人(主催者発表)でした。

フランス北西部のブーブロン・アン・ノージ

今年度から会場が池袋サンシャインシティに

ュ村を訪問し、今後の相互交流やシードルの生

パリの老舗デパート、プランタンで
葛西市長がプレゼン

変更となったことで一般来場者が増加し、旅行

産技術支援について、協定書を取り交わしてま

問し、弘前ブランドをアピールしてまいりまし

業関係者だけではなく、実際に旅行されるお客

いりました。

た。

様の声を聞くことができました。

また、当市の伝統工芸品を詰め込んだ「玉手

弘前市の工芸品は、現地の取扱店での評判が

また、今後のプロジェクト推進の参考とする

箱」を持参し、プランタン百貨店などでＰＲ活

高く、今回の訪問で商工会議所と現地商社との

ため、弘前についてのアンケート調査や、弘前

動や販売要請を行いました。

営業代理店契約が締結されたことで、今後フラ

PRステージとしてりんご娘のステージイベン

ンスをはじめとするヨーロッパでの市場開拓に

トを実施し、盛況のうちに終了いたしました。

最終日は、ファッション甲子園関係のエスモ
ードパリ校、パリ市庁産業担当副市長を表敬訪

弾みがつくものと考えております。

＜まちそだて課＞

