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（購読料は会費の中に含まれています。）

去る２月２６日に弘前市長との懇談会が当所

に対する支援について」
、
「小学校での外国語教

支援、ご協力を賜り厚くお礼を申し上げたい。

会館６階特別会議室で開催され、正副会頭はじ

育について」
、
「青少年のスポーツ育成強化等に

市では、昨年９月に「弘前市まち・ひと・しご

め９部会の正副部会長、青年部・女性会の正副

ついて」
、
「受動喫煙防止に係る環境整備につい

と創生総合戦略」を策定し、雇用創出や移住対

会長等４５人が出席しました。

て」
、
「ＩＣＴを活用した地方創生弘前型モデル

策など、人口減少の抑制に全力で取り組んでい

の構築について」や「地域内公共交通ネットワ

るところである。商工会議所の皆様におかれま

懇談会の冒頭、昨年１１月に提出していた平
成２８年度弘前市に対する重点要望事項への回
答書が永澤会頭に手渡され、引き続き葛西市長

ークの再構築について」など１１項目に関して、 しては、今後とも、商工業界の振興と活力ある
これまでの経緯と今後の処理方針についての説 地域社会実現のため、地域の先導役として、な

から要望事項に対する回答と、それに関連した

明をいただきました。

市の政策も交えての説明がありました。
要望回答の主な内容としては「妊産婦本人等

お一層のお力添えをお願いしたい」と述べま

あわせて、葛西市長からは、
「商工会議所の皆
様には、日頃から市政各般にわたり、格別のご

した。

葛西市長から回答書を受け取る永澤会頭

葛西市長から重点要望事項の回答書を受け取
った永澤会頭は、
「このたび、当所から要望した
４９項目すべてについて、前向きな回答をいた
だき深く感謝申し上げたい。当会議所として、
中小企業の育成と地域経済活性化にむけて民間
活力を十分発揮し、引き続き、地域を先導する
商工会議所として、弘前市発展のために尽力し
ていきたい」と述べ、感謝の意を表しました。
その後、出席者による懇談に移り、懇談では、
９部会並びに青年部・女性会からそれぞれの組
織や主な活動状況についての紹介がなされ、こ
れを受けて葛西市長は、
「これからは何をする
にしても、キーワードは連携であると思ってい
る。連携形態としては、官民連携であったり、
地域間連携であったり、政策連携であったりす
るが、最後は自立である。自立するために商工
会議所では、様々な専門の部会同士が連携し合
いながら相乗効果を高めて、課題解決に向かっ
ている。商工会議所の中で皆様の意識が共有さ

要望に対する回答、説明を行う葛西市長

れていることに対して感動を覚えている」と述
べました。
なお、平成２８年度の弘前市に対する重点要
望事項への回答の内容については、当所ホーム
ページや会報でご報告いたします。
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弘前ＹＥＧ（商工会議所青年部）事業、日本一に！！

弘前企業ガイド２０１７
窓口で無料配布しております

鍛冶町活性化に関する取り組みが評価され、見事日本一に！！
当所と弘前地区雇用対策協議会（工藤順巳会
長）では、新規就職者の地元就職と企業の人材
確保を目的とした手引書「弘前企業ガイド
（２０１７年版）」を作成いたしました。
このガイドブックは、平成２９年春に就職を
希望している新規学卒就職者に配布するほか、
平成２８年３月に仙台・東京、４月に弘前で開催

ビジネスプランコンテストで
準グランプリに輝いた清藤相談役

表彰状を受け取る前田会長
２月１８日～２０日、岡山県にて、日本商工
会議所青年部第３５回全国大会「吉備の国

お

事日本一に輝きました。

される就職ガイダンスの参考資料として配布し
ています。
内容は、市内の約４０事業所の優良企業等の

また、新規ビジネスモデルを創造するプロセ

概要が詳細に掲載されており、一般の方でも事

スを通じて、学びの場を提供することを目的と

業所データブックとして様々なご利用ができる

全国のＹＥＧ（商工会議所青年部）がこれま

した「第１３回日本ＹＥＧビジネスプランコン

内容となっております。

でに実施してきた事業の目的・内容・効果など

テスト」の最終審査会では、弘前ＹＥＧの清藤

が評価される審査会「ＹＥＧ大賞」の単会通年

崇相談役が「短命県返上！栄研版『健康な食

１１０㎜

事業部門において、弘前ＹＥＧの事業「中心歓

事』普及事業」と題したプレゼンを行い、準グ

方には、当所窓口で差し上げておりますので、

楽街再生プロジェクト『鍛冶町活性化計画』～

ランプリにあたる日本商工会議所青年部会長賞

お早めにどうぞ！

フォークダンスから合コンリーグ～そしてめく

を受賞しました。

かやま大会」が開催されました。

＜情報調査課＞

るめく未来へ～」が、ＹＥＧ大賞を受賞し、見

弘前市の予算案概要を聞く 〜食品・農産物部会、建設部会合同講演会開催〜
食品・農産物部会（櫛引利貞部会長）並びに

りわいづくり」「戦略推進システム」に関わる

建設部会（吉川功一部会長）は、２月２３日に

事業の推進によって、人口減少を抑制し、地域

弘前市財務部部長の五十嵐雅幸氏をお招きし、

経済の維持・成長を成し遂げ、将来都市像であ

合同講演会を実施し、約４０名の参加がありま

る「子どもたちの笑顔あふれるまち弘前」の実

した。

現を目指しているとのお話しをしていただき参

「平成２８年度弘前市予算案の概要～もっと

加者達は熱心に受講していました。

創生！もっと笑顔！～」と題した講演会では、
弘

講演会終了後は、交流会を実施し普段聞けな

前市経営計画として主な取り組みである、
「ひ

い話や自社の悩みを相談する等、他業種の方々

とづくり」「くらしづくり」「まちづくり」「な

と懇親を深めていました。

＜情報調査課＞

締切迫る！第３２回弘前城ミス桜コンテスト出場者募集中！
観光のまち弘前に彩りを添える「第３２回弘

る方※高校生・他のミス任期中の方は除く。

たします。従業員・ご家族の方にお声がけいた

◆ミス桜の役割

だき、是非ともご参加ください！

弘前さくらまつりをはじめ、市の４大まつりや

き

平成２８年４月１０日㈰

１３：００

県内外のイベントに参加。選出後一年間、市内

◆ところ

弘前文化センター大会議室

外の行事に華を添える「弘前市の観光の顔」と

◆選

ミス桜グランプリ１名、ミス桜２名

して活躍していただきます。

出

◆選出方法
１次審査（書類）で１５名程度を選出し、４月

◆応募締切

平成２８年３月２５日必着

１０日の決勝審査で３名を決定。

詳細は下記までお問い合わせください。
弘前市観光政策課
ＴＥＬ０１７２−３５−１１２８

◆参加資格

東奥日報社弘前支社 ＴＥＬ０１７２−３４−５１５１

満１８歳から満２８歳までの未婚女性で、弘前市

縦１７８㎜）にまとめました。ご希望の
＜情報調査課＞

さくら共済利益配当金振込のお知らせ

当所会員共済制度「さくら共済」の平成２７年

度の利益配当金を３月１８日㈮付で、各加入
事業所の口座へお振込みいたします。還元率
は年齢によって変わりますが、５５歳までの
方で、約１９．
８％、月額掛金で換算すると２
口加入１，
６００円に対し、配当金は約３１７円
で実質掛金は１，
２８３円となりました。
また給付保険金については死亡保険金が
１５件の１，
６５０万円、入院給付金が９件の
７８．
６万円となっています。同時に『振込みの
お知らせ』
もご送付いたしますので、明細を必
＜総務財政課＞
ずご確認ください。

もしくは県内在住者。また、弘前市に愛着のあ

前城ミス桜コンテスト」を下記の要領で開催い

◆と

サイズは携帯しやすいようにコンパクト（横

＜まちそだて課＞

４月１日から２８日まで『さくら共済』
春のキャンペーンを実施いたします。
『さくら共済』は、会員事業所のみが加
入できる１口８００円からのとてもお得な共
済制度です。
また、ガンや病気、不慮の事故による死
亡や入院時の保障に加え、当所独自の給付
制度があり、結婚や出産の祝金、健康診断
助成金、事故・通院・入院の際の見舞金な
ど福利厚生面も非常に充実しています。
さらに、キャンペーン期間中にご加入さ
れた方には抽選で『県内７市の特産品』、
もれなく粗品を差し上げております。アク
サ生命保険の推進員が事業所を訪問させて
いただきますので、是非この機会にご加入
ください。
詳細については今月号の折込チラシをご
覧いただくか、当所までお気軽にお問い合
わせください。
＜総務財政課＞
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〇税額を多く申告していたとき

確定申告の必要があるのに、確定申告を忘れて

「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求

いたときは、できるだけ早く申告してください。

めることができます。

なお、申告が遅れた場合には、加算税が賦課され

（法定申告期限から５年以内）

る場合があるほか、延滞税を併せて納付しなけれ

〇税額を少なく申告していたとき

ばならない場合がありますので、ご注意ください。

「修正申告」をして正しい税額に修正するとと

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

もに、新たに納める税額は、修正申告書を提出

www.nta.go.jp

する日までに、延滞税と併せて納めてください。 ■お問合せ先
なお、修正申告をする場合には、加算税が賦課
される場合があります。
〇確定申告を忘れていたとき

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）

◇対象者：常時使用する従業員数が２０人以下
＜卸売業・小売業・サービス業（宿泊業、娯楽業
以外）は５人以下＞

青森県の平成２８年度融資制度等説明会が開

◇対象事業：経営計画に基づき、商工会議所の

県・市及び関係機関の担当者から融資制度や

支援を受けながら行う販路開拓等のための事業

支援制度等について直接説明を聞くことができ

＜広告宣伝、集客力を高めるための店舗改装、

る絶好の機会です。中小企業の皆さんぜひご参

展示会・商談会への出店、商品パッケージや包

加ください。

装紙・ラッピングの変更等＞

◆日時

◇補助額：上限５０万円＜７５万円以上の事業を

度について
④２１あおもり産業支援センターの支援事業に
ついて
⑤青森県信用保証協会の保証制度について

なお、参加の方は事前にご連絡ください。

◇補助率：２／３

②弘前市の融資制度について
③日本政策金融公庫（国民生活事業）の融資制

催されます。

平成２８年４月１５日㈮
１４：００～１５：３０

実施した場合でも最高で５０万円の補助。但し

◆場所

雇用を増加させる取組み、従業員の処遇改善、

◆内容①青森県の融資制度について

弘前商工会議所会館２階大ホール

⑥青森県中小企業再生支援協議会・青森県産業
復興相談センターの支援事業について
⑦東京中小企業投資育成㈱の投資育成制度につ
いて
⑧個別相談

＜経営支援課＞

買い物弱者対策に取り組む事業は補助上限
１００万円、事業者が連携して取り組む共同事
青森地方法務局では、お客様を長時間お待た

取得してください。地図に関する相談の場合

◆応募について：締切は平成２８年５月１３日㈮

せすることのないよう登記相談を予約制により

は、地図の写しも併せて取得してください。

【締切日当日消印有効】にて日本商工会議所へ

行っております。

業は補助上限５００万円＞

申請書類一式を送付すること。

登記相談をご利用の際にはお手数をおかけし

※申請に当っては弘前商工会議所が発行する、

ますが、事前に予約をしてお越しいただきます

「事業支援計画書（様式４）」が必要です。

ようお願いします。

＜経営支援課＞

お気軽に相談を！
！
『なんでも相談会』
日常、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 ３月１６日㈬・４月２０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 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＞

★電話の場合

「登記相談予約」の旨お伝えく

２．相談時間は、２０分以内とさせていただい
ております。
３．不動産登記、会社・法人登記に関する法律
的判断を伴う相談は、お受けしていません。
４．具体的な登記申請の相談は、相談者の方が

ださい。

ご自身で登記申請手続をされる場合に限りお

（本局登記部門）℡０１７−７７６−９０４１

受けします。

午前９時〜正午、午後１時〜午後４時３０分
（弘前支局）℡２６－１１５０
午前８時４０分～正午、午後１時～午後４時
月曜～金曜日（祝日・年末年始は除く）

５．登記相談の担当者が登記申請書を作成する
ことはできません。
６．登記相談では、作成された登記申請書の内
容の審査はいたしておりません。

窓口担当者へ直接申し込んでく

７．他人の依頼を受けて登記申請書を作成し

ださい。予約されていないお客様には、申し訳

たり、その代理人として登記申請をする行為

ありませんがお待ちいただくかお断りする場合

は、司法書士法７３条違反あるいは土地家屋

もありますので、ご了承願います。お手数をお

調査士法６８条違反となる場合がありますの

かけしますがよろしくお願いします。

で、ご注意ください。

★来庁の場合

なお、ご利用にあたっては以下のことにご留
意願います。

お問い合わせは青森地方法務局弘前支局まで
（弘前市大字早稲田３−１−１℡２６−１１５０番）

１．相談にあたり、事前に登記事項証明書を

独占禁止法相談ネットワークをご活用ください！
独占禁止法、下請法及び消費税転嫁対策特別
措置法の相談を受け付けております。ご希望に

２，
０００万円

より公正取引委員会の窓口をご紹介します。
このようなことでお困りではありませんか？
◆注文どおりなのに、取引先から返品された…
下請法違反行為じゃないの？
◆取引先が消費税の転嫁を拒否している…消費
税転嫁対策特別措置法に違反じゃないの？
お問い合わせ先
公正取引委員会事務総局東北事務所
（℡０２２−２２５−７０９５）
＜経営支援課＞

１．
１５％（３月１日現在）
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３月２６日の北海道
新幹線の開業が近づく
に連れて、青森県内の
新幹線開業ムードも高
まってきました。青森
県観光連盟では本県４
つ目の新幹線駅となる
奥津軽いまべつ駅の開
業を告知するフラッグ
を 県 内 で １，
１００ 枚 掲

今回はヘアショーも合わせて開催

示しており、当市中心市街地でも街路灯などに

ファッションショーの様子

４５０枚掲示しています。
県では北海道新幹線開業を平成１４年の八戸

ファッション甲子園まちづくり振興事業の一

今回は、ファッションショーとあわせてヘア
ショーも展開し、ヘアメイクを変えると雰囲気

駅開業（八戸延伸）、平成２２年の新青森開業（東

環として、弘前市内を中心としたアパレルショ ががらりと変化する提案に歓声があがっていま
北新幹線全線開業）に次ぐ『第３の新幹線開業』 ップによる春夏新作ファッションショー「ヒロ した。同会場で開催された１日限定のセレクト
と捉えており、本年７月から３ヶ月間、北海道 コレ～ひろさきコレクション～ｖｏｌ．
７」が、 ショップでは、洋服・雑貨・工芸品・家具など
庁やＪＲ東日本やＪＲ北海道、関係市町村とと 弘前市民文化交流館ホール（ヒロロ４階）で２ のブースを設置し、
「弘前の今」を楽しんでいた
もに大型観光キャンペーンである青函ディステ 月２８日に開催されました。
だきました。
ィネーションキャンペーンを展開することとし
ています。

＜まちそだて課＞

１０月２５日に施行された第２０５回珠算能力
検定において、１級の満点合格者が出ました。
見事満点合格を果たしたのは、聖愛中学校２年

７回目となる今回は、１３ショップから４７コ

来場者からは、
「楽しかった」
「毎年続けてほ

ーディネートが登場。１１時と１５時の２回のシ

しい」との声もあり、一足早い春を楽しんでい

ョーには、合わせて約５００名の観覧者が詰め掛

ただけたようです。

け、気に入ったコーディネートを撮影しながら、 ファッション甲子園実行委員会事務局担当
華やかな衣装に目を奪われていました。
＜まちそだて課＞

仏事マナー講座を開催しました！

の柴田 翔さん（石川そろばん教室）。１級の受験

柴田 翔さんは小学校
３年生で１級合格してい
ましたが、今回は満点合
格を狙ってのチャレンジ。
３度目の挑戦で見事満点
合格しました。
柴田さんには、当所橋

満点合格の柴田 翔さん

女性会では会員同士
者総数９，
３０８人のうち、合格者は２，
１３４人で、 の交流、研鑽を深める
その中で満点だったのは全国で２８人でした。
ため、毎月定例会を開
催しております。２月
２３日には、ホテルニ
ューキャッスルで２月
定例会を開催いたしました。
今回は、㈱弘前公益社の職員を講師としてお
招きし、知っているようで知らない仏事のマナ

あいさつを述べる永澤会頭

ーについてクイズ形式でわかりやすくご説明い

本事務局長から表彰状と

ただきました。また、宗派によって焼香の回数

記念の盾、バッジが手渡

や数珠の持ち方が異なる等、マナーだけでなく

鍛冶町防犯協会、鍛冶町創造委員会主管により

され、その後、新聞記者

仏事に関する幅広い内容について学ぶことがで

「ひろさき合コンリーグ２月大会」が開催され

き、参加した会員は、積極的に質問するなど熱

ました。

の取材に笑顔で答えてい
ました。

＜総務財政課＞

心に勉強していました。

＜経営支援課＞

２月１３日と２７日、当所主催、当所青年部、

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２回合わせて約３８０
人となり、鍛冶町は若い男女で大いに賑わいま
した。

＜情報調査課＞

