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（購読料は会費の中に含まれています。）

選手権大会（ファッション甲子園２０１５）が、８
月２３日弘前市民会館で開催されました。

の「スクリーン」が観客賞を受賞しました。

観客賞の弘前実業高等学校

見事優勝を勝ち取った
東京都私立女子美術大学付属高等学校

第１５回全国高等学校ファッションデザイン

【大塚陽子審査員長講評】

優勝は、素材やシルエットで女性の輝きを表

第１回から見てきて思うのは、皆さん繊細な

現した女子美術大学付属高校（東京都）の

ことを毎日毎日一生懸命積み重ねて作っている

デザイン画による一次審査を勝ち抜いた３５

「Ｒｅｆ
ｌｅｔ
（ルフレ）
」。副賞としてパリ招待が贈

が、細かいところにだけ目がいってしまって、

チーム（２６都道府県・３４校）がファッション

られ、３月初旬にパリコレクションや衣装資料

全体的なバランスやシルエットの大切さを忘れ

ショー形式で行われる最終審査会に出場しまし

館の見学を行う予定です。

てしまいがち。今回賞に入った作品と惜しくも

た。青森県からは、弘前実業高校、鰺ヶ沢高校、

また、最終審査会に過去１０回以上出場経験

青森山田高校、千葉学園高校の４校４チームが

がある高校７校が１５回記念特別賞を受賞し、

出場し、審査の結果、千葉学園高校の「プリテ

一般財団法人日本ファッション協会よりクリス

ィー・ドール」が審査員特別賞、弘前実業高校
受賞チーム一覧

タルトロフィーが贈呈されました。

賞

学

優

賞を逃した作品との違いは、客観的に作品を見
ることができたかどうか。
これまで、高校生とは思えないような完成度
の高い作品がたくさん出てきているので、ここ
に参加したことを一つのエポックとして、ファ

校

名

勝

東 京 都

女子美術大学付属高等学校

作

品

名

Reflet

（ルフレ）

ッション業界で活躍する人がもっと出てきてく
れると嬉しい。
ファッション甲子園実行委員会事務局担当

準

優

勝

神奈川県

川崎市立川崎高等学校

第

３

位

東 京 都

都立篠崎高等学校

賞

沖 縄 県 インターナショナルデザインアカデミー高等課程 Kampf
（カンプフ）

最終審査会に過去１０回以上出場した高校に提

青 森 県

千葉学園高等学校

プリティー・ドール

供される賞

埼 玉 県

県立越谷総合技術高等学校

木目

）

岐 阜 県

県立大垣桜高等学校

プルトップ

賞

（来場者の人気投票で票数が
１番多かった作品に提供）

青 森 県

県立弘前実業高等学校

スクリーン

キ ラ リ 賞

（大会出場教員が選ぶ１番輝
いていた高校に提供する賞）

千 葉 県

県立市川工業高等学校

恋

キ ラ リ 賞

（大会出場教員が選ぶ１番輝
いていた高校に提供する賞）

栃 木 県

宇都宮短期大学付属高等学校

審

査

員

長

審査員特別賞

審査員特別賞（
客

別

（ガッツダイナマイト
キャバレーズ賞）

審査員特別賞（

観

特

髙 島 一 精 賞 ）

マ

リ

エ

賞

折れる

Nippon

（ニッポン）

＜まちそだて課＞

１５回記念特別賞

（提供：一般財団法人日本ファッション協会）

mongolian

受

賞

校

出場回数

青森県立弘前実業高等学校

１５

東北生活文化大学高等学校

１２

埼玉県立越谷総合技術高等学校

１１

女子美術大学付属高等学校

１１

富山第一高等学校

１０

岐阜県立大垣桜高等学校

１０

愛媛県立今治工業高等学校

１０

（モンゴリアン）
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当所では平成２４年度より「ひろさきりんご

弘前かいぎしょ TODAY

１０：００～１４：００

ハロウィン」を開催しており、今年で４回目と

身近なものからのハロウィングッズ製作体験。

なりました。回を重ねる毎に内容が充実し、市

そのままパレードに参加できます。

民の皆さんへ定着してきました。当所では、ハ

○仮装パレード

ロウィン事業は地域経済活動の活発化と中心市

（土手町商店街：中土手町から下土手町まで）

街地の活性化を図ることを目的に実施していま

１５：００〜１５：４５

す。一説によると、近年、ハロウィンの市場規

当日自由に参加できる仮装パレード。参加し

模は１，
０００億円を超え、バレンタインデーの市

たお子さんにはお菓子をプレゼントします。

場規模を上回ったと言われているようです。会

○ハロウィンパーティ（鍛冶町城東閣）

員の皆様もお店や事業所をハロウィン装飾して

１６：３０～１９：００

ご商売に活かされてみてはいかがでしょうか？

お化け屋敷、コスプレコンテストなどで夜の

またハロウィンは『見る』だけではなく、

平成２７年９月１５日

鍛冶町を盛り上げます。

『参加』する行事（イベント）ですので、当日

今年も克雪トレーニングセンターで津軽の

はご家族や従業員さんとともに、仮装コンテス

食と産業まつりが開催されます。期間は１０月

トや仮装パレードに、奮ってご参加いただきま

１６日㈮～１８日㈰の３日間。地元生産品や生

すようよろしくお願いします。

活関連商品を一堂に紹介します。
お馴染となった交流都市斜里町、太田市コー

◆実施日：平成２７年１０月１０日㈯
◆主な内容（予定）

ナーでは海産物、農産物などの特産品販売を行

○ハロウィンカーニバル

います。また、弘前商工会議所では地方創生時

（まちなか情報センター前）

代の新たな地域連携モデルとして、セカンドシ

１０：３０～１５：００

ティ（県庁所在地ではない都市）の商工会議所

仮装コンテスト、ダンスバトル、大道芸など

との経済交流を進めており、連携する函館、松
本、上田、下関、北九州の銘産品を取り揃えた

○ハロウィンワークショップ

「地方商工会議所連携ブース」を出展いたしま

（土手町コミュニティパーク）

す。函館の海産物、信州松本・上田のそば・野
沢菜、下関のふぐ、北九州の辛子明太子など全
津軽三味線３００人大合奏をメインに、民謡や

国各地のグルメにご期待ください！

手踊り等、当地の文化・芸能を披露するステー

その他、武道館前エントランス広場の屋外テ

ジイベント「Ｔｈｅ津軽三味線」が今年も下記の

ント村ではラーメン、そば、肉料理のほか様々

とおり開催されます。

な津軽の味をお楽しみいただけます。

毎年、東北各地や首都圏、北海道から約１，
５００

保育園児の演奏・演技、フラダンスやバルー

人を超える来場者を迎えて開催されている観光

ンパフォーマンス、和菓子作り体験などの楽し

イベント「Ｔｈｅ津軽三味線２０１５」、チケットは

い日替わりイベントも盛りだくさんとなってお

１０月１日から販売開始の予定です。

ります。

＜情報調査課＞

開催日：平成２７年１２月１２日㈯
間：昼の部：開演１４：００～（開場１３：３０）

場

夜の部：開演１７：３０～（開場１７：００） ーション／弘前市立観光館／まちなか情報セン
所：弘前市民会館大ホール
ター／弘前商工会議所（予定）

入場料：Ｓ席３，
０００円（税込）※全席指定
Ａ席２，
０００円（税込）※全席指定
出

演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

※上記の他に、Ｔｈｅ津軽三味線ホームページ
からもチケットが購入できます。

８月２９日、
当所主催、当所
青年部、鍛冶町
防犯協会、鍛冶

チケット販売所

詳しくは下記ＵＲＬにアクセスしてください。 町創造委員会主
Ｔｈｅ津軽三味線ホームページ
管により「ひろ

ＪＲ東日本びゅうプラザ／ヒロロ１階インフォ

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

メーションコーナー／イトーヨーカドー弘前店

［お問い合わせ］

あいさつを述べる
佐々木委員長

時

さき合コンリー
グ」が開催され

５階サービスカウンター／さくら野弘前店１階

Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局

インフォメーション／弘前中三１階インフォメ

＜情報調査課＞

ました。
弘前市の歓楽街、鍛冶町を中心とした夜の飲
食店の活性化を図るとともに、未婚の男女に出
会いの場を提供するもので、参加者は指示書に
書かれた居酒屋やバーをはしごしながら、それ
ぞれ会話やお酒、食事を楽しみました。
同イベントの参加者は約２５０人となり、当
日の鍛冶町は若い男女で大いに賑わいました。
＜情報調査課＞
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県内の求人倍率が上昇傾向にある中で、会社
に新しい人材を必要としている方々へ、会社で
より良い人材を獲得するためのハローワーク活
用術をまとめたハンドブック、
『「求人票」の書
き方』を作成しました！
その他にも、生産性をあげて残業削減の具体
的な手法を解説した『残業削減術』、お医者さん
とのコミュニケーション方法や健康管理方法を
Ｑ＆Ａ方式にまとめた『健康を守れるのは「どち
ら」？』といった、日頃の経営や生活に役立つ

国勢調査にご協力ください

冊子をご用意しております。
より多くの事業者さまに活用していただきた

平成２７年国勢調査が変わります！イン
ターネットでも紙の調査票でも回答可能。
国勢調査の結果は、福祉、教育、雇用、防災、

着順につき無くなりしだい頒布を終了しますの
で、ご希望の方はお早めにどうぞ！

く、上記3冊を無料で差し上げております。先

TH E

＜経営支援課＞

F O UN D E R ③

地域対策など、日本の未来をつくる基礎資
料になります。１０月１日現在の皆さんの
状況を回答してください。

受講訓練
受講期間

希望月収（万）
免許・資格・
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等
普通自動車免許（ＡＴ限定） 医療事務
医療クラーク
１３
基本情報技術者試験、医療事
１年１ヶ月
１
養成科 弘前市
弘前市内
務、医事コンピュータ、ドク データ入力
６ヶ月
ターズクラーク、調剤事務
１０ヶ月
普通自動車免許
医療クラーク
１０
メディカルクラーク
養成科 弘前市
２
接客 ５年３ヶ月 弘前市内
ドクターズクラーク
６ヶ月
近郊
調剤報酬請求事務
ゼロから始め
普通自動車免許（ＡＴ限定）
１２
るＯＡ事務員
接客・清掃 ３ヶ月
３
弘前市 ホームヘルパー２級
弘前市内
養成科
介護 ４年
日商簿記２級
５ヶ月
ゼロから始め
１０
大型一種免許
るＯＡ事務員
弘前市
（パート）
４
運転手 １７年
大型特殊免許
養成科
弘前市内
５ヶ月
普通自動車免許（ＡＴ限定）
経理実務科
社会福祉主事任用資格
１４
弘前市
５
介護 ２年
４ヶ月
社会福祉士
青森県内
精神保健福祉士
住所

６

普通自動車免許
経理実務科
弘前市 ワープロ３級
４ヶ月
英語検定３級

製造 ５ヶ月
９
接客 １年４ヶ月 （パート）
販売・営業 ３ヶ月 弘前市内

７

普通自動車免許
経理実務科
弘前市 美容師
４ヶ月
着物着付

葬儀アシスタント
１２
２年３ヶ月
弘前市内
着付師 ８年

普通自動車免許
はじめてのパ
日商簿記３級、英語検定 ホール係 １４年
１５
ソコンと介護
弘前市 ３級、ペン字検定３級 一般事務 ３年
８
弘前市内
職員養成科
ワープロ検定３級
庶務 １年
介護職員初任者研修
３ヶ月
基本から学ぶ
１０
パソコン事務
出荷業務
弘前市 普通自動車免許
９
基礎科
２１年７ヶ月 弘前市内
４ヵ月
基本から学ぶ
普通自動車免許
１５
パソコン事務
弘前市 エクセル３級
歯科助手 １４年
弘前市
１０
基礎科
ワード３級
近郊
４ヵ月
※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。

「ＴＨＥ ＦＯＵＮＤＥＲ
（創業者）」は、当所に
創業・起業の相談に来ていただいた方で資金
や各種補助金等のアドバイスをさせていただ
き開業に至った方をご紹介していくコーナー
です。
事業所名：キッチン３９
代表者名：三浦 智行
業
種：惣菜・弁当販売、飲食店
住
所：弘前市百石町１６
営業時間：１１：００～２０：００
定 休 日：日曜日

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
困りの方に無料相談会を開催しております。
●開 催 日 ９月１６日㈬・１０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
●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。
＜経営支援課＞

今回は８月５日開業の「キッチン３９」さん
をご紹介します。当店は地物野菜を主に使用し
た手作り惣菜・弁当の販売の他、調理師と栄養
士による栄養バランスのとれた料理を提供して
います。お昼は週替わりランチ、夜は定食の他
に一品メニューも提供しています。惣菜もその
場で食べることが可能です。
～オーナー 三浦さんからの一言～
「開業にあたって、資金相談や補助金の相談
など大変お世話になりました。これから地域に
親しまれるお店になれるように頑張ります。」
中小企業相談所では、起業を目指す方へさま
ざまな支援をしていきます。どうぞお気軽にご
相談ください。
＜経営支援課＞

「エコドライブ活動セミナー」参加者募集！
エコドライブは、ＣＯ２排出量削減だけではなく、
燃料費等のコスト削減や事故の減少など様々な効
果があるため企業の経営改善につながります。
本セミナーで社内での推進方法を学んでください！
〈と き〉１０月８日㈭ １４：００～１６：１０
〈ところ〉青森県武道館（１階 会議室）
〈定 員〉１００名（先着順）
〈参加費〉無料
〈申込み締切り〉１０月６日㈫
〈申込み先〉青森県環境生活部環境政策課
ＴＥＬ ０１７−７３４−９２４３ Ｆａｘ０１７−７３４−８０６５
詳しくは、県庁ホームページ「エコドライブ活
動セミナー」で検索

査察調査とは、悪質な脱税をしている疑いの
ある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で行われ
る特別な調査です。調査に当たる国税査察官に
は、裁判官の発する許可状を受けて査察をした
り、証拠物件を差し押さえたりする強制調査を
行う権限が与えられています。
全国に配置されている国税査察官は、悪質な
脱税者に対して厳正な態度で臨み、単に免れた
税金等を納めさせるだけでなく、刑事責任の追
及を目的として、検察官への告発に全力を挙げ

２，
０００万円

ています。
これらの詳しい内容は、国税庁ホームページ
を御覧ください。www.nta.go.jp

１．
２５％（９月１日現在）
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第４回「 情 報 収 集 の 準 備 を」

解説マイナンバー

齊藤常議員ご逝去

平成２８年１月以降、税と社会保険関係の書

ーナーなど）については、担当者が訪問して対

当所常議員の齊藤悟氏（つ

類に順次個人番号を記載して行政機関などに提

面で提供を受けるか、郵送でやりとりするなど

がる弘前農業協同組合代表理

出する必要がある。民間企業は平成２７年中に

して、個人番号を収集する必要がある。

事専務）が８月２５日にご逝

何をしておくべきであろうか。

株主についても、個別に収集するか、株主総

去されました。行年６６歳。

平成２７年１０月の番号通知以降、個人番号を

会の招集通知の中に個人番号の提供および本人

齊藤氏は、平成２６年４月に

収集することが可能になる。従って、企業は、

確認書類の同封を依頼する書面を同封し、返信

当所議員に就任、平成２６年

９月末までに個人番号を受け入れる準備を行う

するよう求めるなどして収集することになる。

６月からは常議員として業界の振興ならびに部

特定個人情報の取り扱いを第三者に委託する

会・委員会活動等にご尽力をいただきました。

例えば、誰から、いつ、どのように個人番号

ことは可能である。企業は、この委託を活用す

ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈

を収集するのか、また、収集した個人番号をど

ることにより、マイナンバー法への対応を大幅

のように保管するのかなどを決めておく必要が

に軽減することが可能になる。

必要がある。

ある。

り申し上げます。

例えば、個人番号の保管に関しては厳しい規

多くの企業にとって、取り扱う量が多い個人

制があるが、これを回避する有力な手段として、

番号は、従業員およびその扶養親族などの個人

会計事務所や社会保険労務士事務所などに特定

番号となる。この個人番号はどのように収集す

個人情報の取り扱いを全面的に委託したり、ク

ることになるだろうか。

ラウド・サービスを利用するなどして、会社と

平成２７年１１月ごろから翌年１月にかけての
年末調整時に、
「平成２８年分給与所得者の扶養

㈱陸奥新報社
代表取締役社長

三上

して特定個人情報を保管しないようにすること

知見

が考えられる。

控除等（異動）申告書」を従業員が会社に提出

そうすれば、自らが特定個人情報を保管する

することになる。同申告書には、従業員および

ための安全管理措置は必要なくなり、委託者と
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会保険の届出事務などでも利用するために、利

ることができるクラウド・サービスを利用すれ

弘前商工会議所『街づくり大賞』は、弘前市

用目的の通知などをしておく必要がある。

ば、個人番号収集の際の本人確認の事務負担を
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収集する必要がある。

弁護士・影島広泰）
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第８回初級、第７回中級、第６回上級試験

青森県の歴史、文化、観光、自然などの多分野にわたり、あなたの青森通を認定する検定試験です。
◎試験日時

平成２７年１１月１日㈰

初級・中級・上級とも

◎試験会場

弘前商工会議所会館

◎受験資格

学歴、年齢、性別・国籍等の制限はありません。

１０：００～１１：３０

今年で１５回の節目を迎える『街づくり大賞』
へ多数のご応募・ご推薦をお待ちしております。
※詳しくは折込みチラシをご覧ください。
＜まちそだて課＞

ねぷたまつり 皆勤・精勤賞受賞者

※上級試験の受験については、中級合格者に限ります。
◎申込期間

平成２７年８月１７日㈪～９月３０日㈬

◎受 験 料

初級：一般３，
０００円

今年度のねぷたまつり期間中（８／１～８／
７）皆勤、精勤でご参加いただいた当所議員を

中級・上級：一般４，
０００円

※学生は初級、中級、上級試験ともに１，
０００円

ご紹介いたします。

※１０名以上の団体申込みの場合、割引制度がございます。あおもり検定事務局ま

＜皆勤賞＞
永澤弘夫会頭、清藤哲夫副会頭、前田賢治副会

でお問い合わせください。
◎申込方法

たものです。

青森商工会議所内 ＴＥＬ０１７−７３４−１３１１
パンフレットに付属の払込取扱票（申込書）に必要事項を記入し、受験料を添えて

頭、阿保鉄幸常議員、下山清司常議員、小山内
和寿常議員、工藤茂起専務理事（以上７名）

郵便局に払込みしてください。
＜精勤賞＞
※パンフレットは、商工会議所のほか市内の各公民館、紀伊國屋書店弘前店などに配置しています。 工藤順巳名誉副会頭、工藤武重副会頭、北村裕
※詳しくは、下記ＨＰをご覧ください。
志常議員、南直之進常議員、小山悟常議員、三
http://www.acci.or.jp/kentei/

＜情報調査課＞

上美知子常議員、齋藤良雄議員、築舘正弘議員
（以上８名）
今年のねぷたまつりは８０団体が出陣し、事
故なく天候にも恵まれた７日間となりました。
会期中延べ約１６４万人の観衆が訪れ、弘前ね
ぷたを存分に楽しんでいました。
連日ご参加いただいた議員の皆様大変お疲れ
さまでした。

＜まちそだて課＞

