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受章（賞）者の顕彰

年頭のあいさつを述べる永澤会頭
初春を迎えての当所新春祝賀会が、１月４日

導することができるよう、青森県、弘前市、弘

にフォルトーナで開催され、来賓はじめ会員事

前大学をはじめ弘前観光コンベンション協会、

業所から３７０人が出席して新しい年を盛大に

弘前市物産協会など、関係機関との連携を更に

祝いました。

密にしながら地域を先導する弘前商工会議所を

祝賀会では国歌斉唱に続き、永澤会頭が年頭

目指して邁進していきたい」と述べました。

の挨拶に立ち、
「昨年のわが国経済は、ようやく

続いて、青森県知事代理の佐々木副知事なら

デフレ脱却への道筋が見え、将来に向けて明る

びに葛西弘前市長より来賓祝辞をいただいたあ

い展望を持てる期待感が広がりつつありました

と、平成２８年の地域経済の振興と商工会議所

が、地方経済及び当地域においては依然として

の一層の発展を期して景気よく鏡開きが行われ、

厳しい状況が続きました。加えて、将来に向け

下山弘前市議会議長の乾杯で祝宴に入り、新春

ては、抜本的な少子化対策、働く意欲をもった

を迎えての清々しい雰囲気のなか新年の挨拶が

女性と高齢者の労働参加の促進、日本の食の魅

交わされました。

力と安全を世界に発信する強い農業への転換な

また、祝賀会の席上では平成２７年中に多年

どが求められております。こうしたなか、全国

にわたるご功績が認められての叙勲・褒章、大

にある商工会議所では、地方創生の主役はわれ

臣表彰、青森県褒賞、弘前市ゴールド卍賞を受

われ自身であり、明るい未来を切り開く気概を

賞された会員事業所の１３人の方々に記念品の

持ったわれわれの一歩が必ずや日本再出発の推

盾を贈呈しての顕彰が行われたほか、当所独自

進力になるものと、変化をチャンスと捉え果敢

の顕彰制度である街づくり大賞の表彰も行われ、

に挑戦していく決意をいたしております。新し

第１５回目の大賞受賞者に表彰盾と副賞が贈呈

い年を迎え、当商工会議所といたしましても、

されるなど、出席者一同で祝福いたしました。

地域経済を早期に明るい希望の持てる未来へ誘

街づくり大賞の表彰

鏡開きの様子

ロコ・スタジオによるアトラクション
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平成２７年度会費納入のお願い
当所と弘前市では毎年共催により、永年勤続

勤続年数３０年以上で、日本商工会議所会頭と

優良従業員表彰式を開催しております。

当所会頭との連名表彰の対象となる方が２０名

（今年度は２月１５日開催）

（下記名簿参照）、弘前市長と当所会頭との連名

これは市内の事業所に永年勤務され、弘前市
商工業の発展に尽くされた方々の労を称えるも
のです。

表彰の対象となる方のうち、２０年～２９年は２１
名、１０年～１９年は６２名となっています。
表彰されます皆様の永年の努力を称えると共

今回表彰されるのは、３７事業所から推薦さ

に、今後の益々のご活躍を期待いたします。

れた１０３名の方々です。
勤続
年数

事

業

所

＜情報調査課＞

名

氏

名

勤続
年数

事

業

所

名

氏

名

35 弘果弘前中央青果 株式会社

對

馬

智

範

32 株式会社 小林紙工

高

木

竹

義

35 弘果弘前中央青果 株式会社

三

浦

文

明

31 前田電子 株式会社

小

山

裕

子

35 弘果弘前中央青果 株式会社

小田桐

光

明

31 株式会社 佐藤長

藤

田

照

子

35 弘果弘前中央青果 株式会社

成

田

愛

弓

31 株式会社 産交

平

山

恭

彦

35 株式会社 産交

石

岡

よし子

30 前田電子 株式会社

松

野

てい子

35 株式会社 弘前丸魚

工

藤

弥喜義

30 弘果弘前中央青果 株式会社

工

藤

秀

35 株式会社 弘前水道

古

川

敏

30 弘果弘前中央青果 株式会社

佐

藤

稔

34 株式会社 佐藤長

古

川

さつ枝

30 グリーン交通 株式会社

福

澤

仁

33 株式会社 産交

齊

藤

辰

雄

30 株式会社 ヤスタケ

石

田

正

光

32 弘鉄電気工事 株式会社

櫻

庭

英

美

30 株式会社 小林紙工

石

山

明

美

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２８日にホテルニューキャッスルで開
催されました。
懇談会には弘前市の誘致企業から１８社が、
関係機関として３大学、４金融機関、弘前公共
職業安定所が出席し、主催者側として弘前市か
ら葛西市長、高木商工振興部長ほか担当課の幹
部、当所からは永澤会頭、清藤副会頭、野澤副
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。地域経済を支え
る中小企業には依然として景気回復を実感でき
ないという現状の中、経済再生・地方創生を実
現していくためには、国による的確な政策の実
行はもちろんのこと、経済の主役である我々企
業の主体的な努力が欠かせない。当商工会議所
としても、今後とも企業に寄り添った伴走型の
経営支援とともに、多様なサポートメニューに
よる経営力強化に取り組んで参りたい。本日の
懇談会では、各企業の景況動向等についての報
告や、景気の良い話題を提供頂くなど、忌憚の
ないご意見をいただきたい」と述べました。
参加企業からは、近況や今後の景況等の報告
があり、各社とも一昨年の状況と違い、売上げ
が厳しい、減収・減益となった、昨年下期に入
り、先行きが不透明となったなど、今後の景気

平成２７年度会費の納入はお済みでしょ
うか。
まだ納入がお済みでない方はお送りして
いる振込用紙で年度内にご納入いただきま
すようお願い申し上げます。
お振込みの際は、振込用紙に記載されて
いる金融機関をご利用いただくと、手数料
無料でご納入いただけます。
また、お振り込みを確認できない事業所
様へは、当所職員が直接お伺いさせていた
だきますので、よろしくお願いいたします。

つがる弘前農業協同組合
代表理事専務

工藤

文明

樹

アクサ生命保険㈱弘前営業所
所

長

堀内

竜雄

弘前市に対する重点要望事項の詳細について
１２月号にて、弘前市に対する要望事項４９項
目の一覧を掲載しましたが、今回主な項目につ
いて詳細をご紹介いたします。
〔要望１〕妊産婦本人等に対する支援につい
て：近年、核家族化の進展や人間関係・地域コ
ミュニティーの希薄化などにより妊産婦やその
家族の方を支える力が弱くなっており、妊娠、
動向について、先行きを懸念する声が多く出て 出産及び子育てに係る妊産婦等の不安や負担が
増えている現状がございます。厚生労働省が平
おりました。
また、有効求人倍率が高水準で推移する中に 成２６年度から実施しております「妊娠出産包
括支援モデル事業」と連動した形での妊産婦本
あって人材確保が容易でない、といった企業も
人に対する、妊娠・出産子育て期を経て復職ま
あるなかにおいて、独自の求人活動を披露する での切れ目のない支援の強化や妊産婦を雇用し
企業もありました。
ている事業者に対する支援を要望するものです。
葛西弘前市長からは「誘致企業の皆さんには 〔要望２〕通院医療費無料化の対象範囲拡大に
日頃から当市の産業界において、弘前を牽引す ついて：弘前市においては、現在小学校に入学
るリーダーとして活躍していただいていること する前の乳幼児にかかる通院医療費は無料とな
に感謝している。弘前市での経済活動が円滑か っております。子育て家庭の経済的負担を軽減
するためにも、その対象範囲を小学校・中学校
つ安定的に展開できるよう、市としても継続的
の義務教育の範囲までに拡大していただくよう
なサポートをして参りたい」などと述べました。 要望するものです。
また、関係機関として出席した各大学からは、 〔要望３〕地域における保育施設の確保やその
今年度の学生の就職状況の説明があり、現在の 充実について：弘前市で行っております様々な
就職率や学生の求職活動状況などの報告があり 環境にある子どもや子育て家庭に対する子ども
ました。また、弘前公共職業安定所大倉所長か の子育て支援の中で、特に子育て施設への助成
らは、現在有効求人倍率が高水準で推移してい やそれに関わる保育士の育成強化を図るなど子
育て環境の整備に努め、地域における保育施設
るが、傾向として求人数は増加しており、求職
の確保や充実を要望するものです。
者数が減少している。その背景として少子・高 〔要望４〕友好都市間での修学旅行連携促進に
齢化が影響している。安定所としては、平成２６ ついて：弘前市がこれまで取り組んできた修学
年度より、求人者支援員を配置するなど、求人 旅行の受け入れとそれによる地域の振興や活性
充足に重きを置く形での対応を行っているとい 化を、これからも一層進めていく必要がござい
ます。修学旅行は、生徒たちが「自然や文化な
う報告がありました。
どに親しむ体験を積むための実際的な機会とし
て貴重である」とともに地域理解や地域交流の
促進にも大きな役割を果たしておりますことか
ら、弘前市の友好都市（斜里町・太田市）との
間で、相互の修学旅行を実施し、友好都市の歴
史・文化等を修学旅行の柱とし、さらなる住民
間の交流促進を図り、友好を深めていくことが
できるよう積極的に取り組んでいただきますよ
う要望するものです。
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お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を
対象とした公的な融資制度です。

【ご 融 資 額】お子さま１人あたり３５０万円以内
【金

利】年２．
０５％ 固定金利
※母子家庭、父子家庭または世帯年収（所得）
２００万円（１２２万円）以内の方は年１．
６５％
（平成２８年１月３１日現在）

【ご返済期間】１５年以内
（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または世
帯年収（所得）２００万円（１２２万円）以内
の方は１８年以内）
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンシ
ョンの敷金・家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済
（ボーナス時増額返済も可能）
【保

証】（公財）教育資金融資保証基金
（連帯保証人による保証も可能）

詳しくは、下記の教育ローンコールセンターまたは日本政
策金融公庫弘前支店までお問い合わせください。
〔教育ローンコールセンター〕
０５７０−００８６５６（ナビダイヤル）
または（０３）５３２１－８６５６
〔日本政策金融公庫弘前支店〕
〒０３６－８３５４
弘前市大字上鞘師町１８－１
弘前商工会議所会館１階
ＴＥＬ ０１７２－３６－６３０３

受講訓練
受講期間

住所

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
日商簿記３級
接客販売
ワープロ検定２級
エクセル３級

２１年２ヶ月
中学校教諭１種
（国語）
販売士３級

１

オフィス
ワーク科
５ヶ月

弘前市

２

オフィス
ワーク科
５ヶ月

普通自動車免許
弘前市 栄養士
フォークリフト

食品製造 １ヶ月
８
部品組立 ３ヶ月（パート）
調理師 ２年１ヶ月 弘前近郊

３

オフィス
ワーク科
５ヶ月

弘前市 普通自動車免許

１３
洋菓子製造 ６ヶ月
販売 ３年６ヶ月 弘前近郊

普通自動車免許
MOSエクセル・ワー
ドエキスパート
パワーポイントスペシ
ャリスト
日商簿記２級

４

オフィス
ワーク科
５ヶ月

弘前市

５

オフィス
ワーク科
５ヶ月

普通自動車免許
弘前市 ワード・エクセル３級 なし
日商簿記２級

６

オフィス
ワーク科
５ヶ月

１２
弘前市

営業事務
１５

６年２ヶ月
弘前市
部品組立
６年
２０
東京
こだわらない

当所では、所得税と消費税の確定申告につい
て、申告書や決算書の作成や内容に関する相
談・指導を実施します。記入の仕方がわからな
い、自分で記入したがチェックしてもらいたい、
完成した決算書を基に経営の相談をしたいなど、
様々なご要望にお応えします。
また、申告の際にはｅ－Ｔａｘの利用をお勧
めします。パソコンから国税庁の提供するホー
ムページを利用して、決算書と確定申告書の作
成が可能です。パソコンをお持ちでない方も、
当所のパソコンを利用して、入力の指導を受け
ながら申告してみましょう。
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
ある方を優先して対応いたします。
例年申告期限が近づくほど混み合いますし、
記入や添付書類の不備があるとさらに時間が必
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
平成２８年２月１５日㈪ ～３月１５日㈫
◆消費税の確定申告期間
平成２８年２月１５日㈪ ～３月３１日㈭
◆当所での相談対応時間
上記期間（土・日・祝除く）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
◆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）

普通自動車免許
事務 １年１０ヶ月
１０
ワード・エクセル３級 接客
１０年 平川市

７

オフィス
ワーク科
５ヶ月

弘前市

普通自動車免許（ＡＴ
限定）
フォトショップ・イラ
ストレータを使用した
デザイン

８

オフィス
ワーク科
５ヶ月

普通自動車免許
日商簿記２級
弘前市
エクセル３級
調理師

７
食品製造
（パート）

４年１０ヶ月
弘前市

ガーデニング
普通自動車免許
藤崎町
（園芸）科
看護師

８
准看護師
（パート）

４０年２ヶ月 弘前市
藤崎町

医療事務・医師
１０ 事務作業補助科 藤崎町
３ヶ月

普通自動車免許
全商簿記２級
建設業経理事務３級
メディカルクラーク
ドクタークラーク

建設経理事務
１５

１３年１０ヶ月 弘前市
一般事務
３年 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。

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・経費
の数字をまとめたもの
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）
年末残高証明書、住宅借入金等特別控除申告書
（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

税理士特別相談日
税理士による税務相談を実施します。相談を
希望される方は直接お越しください。
◆開催日時
平成２８年２月２６日㈮・３月４日㈮
３月１０日㈭・１４日㈪
１０：００～１６：００
◆開催場所
弘前商工会議所会館４階４０１会議室
＜経営支援課＞
◇弘前税務署からのお知らせ◇

２月２３日は「税理士記念日」です。それに
伴い、東北税理士会弘前支部に所属の税理士
による無料相談会を開催いたします。確定申
告等のご相談がございましたら、ぜひお越し
ください。
◆開催日時
平成２８年２月２３日㈫ １０：００～１５：００
◆開催場所
弘前商工会議所会館４階４０１会議室
◆相談員
東北税理士会弘前支部所属の税理士２名

弘前税務署では、弘前市立観光館１階多目
的ホールで２月８日㈪から３月１５日㈫まで
所得税・消費税確定申告書作成会場を開設し
ます。
９：００～１６：００（土・日・祝除く）
■お問合せ先
弘前税務署個人課税第一部門
（℡３２−０３３１、自動音声により案内しま
すので、案内にしたがって番号を選択してく
ださい）

がんばる企業を金融で支援します。
“マル経融資”
（小規模事業者経営改善資金）

お気軽に相談を！
！
『なんでも相談会』

マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善

日常、業務を行う中で、許認可の必要性や

をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

その他、商取引でわからないこと、お困りの

工会議所の審査会を経て推薦する無担保・無保

方に無料相談会を開催しております。

証人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫

●開 催 日

の融資制度の一つです。

●時

間 １３：００〜１７：００

●場

所

仕入資金、買掛金・手形の決済、給料の支払、
店舗の改装、車両・機械の購入等の事業資金と
して１０万円単位で申込ができます。
２８年１月３１日現在）、返済期間は運転資金が
７年以内、設備資金が１０年以内と大変有利な

広告デザイナー
１０

５年
（パート）
Web広告デザイナー
弘前市

６ヶ月
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◇東北税理士会弘前支部からのお知らせ◇

融資限度額は２０
，００万円、利率１１
．５％（平成
平川市

９

平成２８年２月１５日

制度です。
また、すでにご利用の方で、貸付残高がある
場合でも重複利用・借換利用等ご相談に応じま

●相 談 員

２月１７日㈬・３月１６日㈬
当所５階相談コーナー
桔梗行政書士事務所
行政書士

●相談内容

竹内知弘

法人の設立、建設業の許可申請他

各種許可・登録申請、相続の手続き等について
※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＞

すのでお気軽にご相談ください。

４納付すべき税金をすべて完納している

申し込みいただける方は
１弘前商工会議所管内で１年以上事業を営んで

５１５
，００万円を超える申込みの場合は事業計画

おり、税務申告をしている
２従業員が５人以下の商業・サービス業、２０
人以下の建設業・製造業・その他の業種
３原則として、６カ月以前から商工会議所の経営
指導をうけており、経理内容が明らかである

書の作成が必要になります
はじめてご利用の方へ
融資を受けるには、従前から商工会議所の経
営指導を受けていることが必要です。
当所の経営指導員にお早目の相談をおすすめ
します。

＜経営支援課＞
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平成２８年２月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

インバウンド受入れ体制強化へ！
中国銀聯カードセミナー開催
ファッション甲子園実行委員会では、ファッ
ションによるまちづくり振興事業として、
「ヒロ
コレ～ひろさきコレクション～ｖｏｌ．
７」を
開催します。
弘前市を中心としたアパレルショップが、
２０１６年春夏のおすすめコーディネートをファ
ッションショー形式で紹介します。
会場内には１日限定セレクトショップを設け、

講演をする三沢氏

ショーで見かけた気になるアイテムをチェック
することができます。
開 催 日

当所と弘前市、弘前観光コンベンション協
会、弘前市物産協会が主催する「中国銀聯カー

平成２８年２月２８日㈰
場
所

ドセミナー」が１月１９日、当所２階大ホール
で開催されました。

弘前市民文化交流館ホール（ヒロロ４階）
時
間

市内の商業、観光関係者約６０名が参加し、
昨今のインバウンド情勢による受入れ体制強化

＜ファッションショー＞

の重要性を再認識し、中国杭州－青森国際定期

１１：００～（１回目）

便就航による中国人旅行者増加を見据え、銀聯

１５：００～（２回目）

カード対応化に向けて理解を深めました。

＜１日限定セレクトショップ＞
１０：００～１７：００
入 場 料

銀聯国際東京駐在事務所日本市場代表の三沢
正美氏の講演では、銀聯カードは世界１５０の

参 加 店
＜ファッションショー＞

国と地域で利用でき、国際ブランドにおけるシ

無料

âｇｅ、ａｎｃｃｉｃａ、ｉｃｏｎａｍ、

ェア率５２％を占めることや、日本国内での加

※ファッションショー観覧は定員（３００名）

ｐｅｔｉｔ

盟店数、取扱高も年々増加しており、外国人観

になり次第締め切ります

ＭＥＺＺＯＮ

モダンからクラシカル、フォーマルからカジ

Ｓｐｉｃｅ

ます。

ＴＨＥ

加店のスタッフさんと会話を楽しんだりしなが

ｈｉｒｏｓａｋｉ、

ＴＩＴＩＣＡＣＡ、ｂｅｎｅ

ュアルまで多彩なブランドを取り揃えており
気になるコーディネートをチェックしたり、参

ｃｏｐａｎ、

Ｇｉｒｌｓ

ＳＨＯＰ

ＴＫ

ｐｏｓｔｏ、

Ｍｉｘ、
ＭＩＸＰＩＣＥ、

光客が弘前市に訪れた際、購買機会を逃さない
環境づくりにおいて、銀聯カード対応化は重要
であるとの説明がありました。
また、あおぎんカードサービス㈱より、銀

Ｓａｋｕｒａｎｏ

聯カード端末導入における手続きや費用等につ

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

いてのご説明があり、今回セミナーに参加され

ら、春を先取りしてみてはいかがでしょうか？

＜まちそだて課＞

た方々は熱心に聞き入っていました。
＜まちそだて課＞
青年部１月公開講師例会「大籔崇氏講演会」

１月１９日、ファッション甲子園２０１６のポス
ターなど、広報物原画の審査会が当所にて行わ
れました。
全国の高等学校から４１点の応募があり、石
川善朗審査員長（弘前大学教育学部美術教育講
座教授）を中心に審査を行った結果、最優秀賞
（採用作品）１点、優秀賞５点が選出されま
した。
採用者には副賞として、賞状、図書カード、
ファッション甲子園２０１６ペア招待券、ペンタ
ブレット（パソコンでイラスト作成・加工が簡

１月１６日、当所２階大ホールにおいて、㈱エ

単にできるタブレット）が贈られます。

イトワン代表取締役社長である大籔崇氏による

採用作品はファッション甲子園２０１６の募集

講演会が開催されました。

要項、ポスターなどの各種広報物に使用され

愛媛県の伝統的な工芸、農業、産業に新しい

ます。

価値を創出し、数多くのオリジナルブランドを

＜審査結果＞

立ち上げている同社への注目度は高く、青年部

最優秀賞（採用作品）

会員と一般参加者合わせて約１３０名と、当初の

鰺ヶ沢高等学校

１年

加藤星南

作品名：unique
優秀賞

最優秀作品の「 unique」

予定を上回る多くの方にご来場いただきました。
講演会では大籔氏の現在に至るまでの経緯や

弘前実業高等学校

２年

下山佳乃

地域振興における考え方などを詳しくお話いた

神戸龍谷高等学校

１年

菅内のど佳

弘前実業高等学校

２年

対馬紗奈

だき、熱心にメモを取る参加者の姿が見られま

弘前実業高等学校

２年

大鰐果林

弘前実業高等学校

２年

谷川葉月

した。また、会場には同社が取り扱う商品が展
示され、参加者は商品を手に取り、感心されて
いる様子でした。
同社は今後、経営コンサルタントやデザイナ
ーと生産者をマッチングさせるシステムを全国
に展開する予定であり、弘前における産業の発
展にも期待が持てる講演会となりました。
＜情報調査課＞

