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〒０３６−８５６７ 青森県弘前市上鞘師町１８−１
弘前商工会議所
TEL 0172(33) 4111

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

曵屋後の天守

開会式の様子

下乗橋からの風景

今年の弘前さくらまつりは、４月上旬の低温

めぐ～弘前編～」は、アプリをダウンロードし

や降雪がありながらも、４月１６日には外堀の

たスマホ等を下乗橋から石垣に向けてかざすと、

ソメイヨシノが開花するなど、平年より早い桜

弘前城天守が石垣上に現れるユニークな試み。

前線の到着となりました。同日には２年連続と

園内随一の記念撮影スポットである「下乗橋か

なる早咲きを受けた「準まつり体制」が始まり

ら仰ぎ見る弘前城天守」が最新技術で復活しま

ましたが、これは平成に入ってから最速である

した。他にも「弘前公園中濠城船事業」を社会

とともに、準まつり体制を含めたまつり会期

実験として実施、中濠に浮かぶボートから眺め

も平成以降最長の２０日間となりました。４月

る桜の景観は新たな観光資源となる可能性が感

１７日の強風に見舞われた園内は桜への被害は

じられました。とりわけ、特設展望台が設置さ

ほぼ無く、満開の桜の下で無事行われた開会式

れた本丸では「津軽富士」岩木山と曳屋後の天

では弘前市が新たなシティプロモーションとし

守を包み込む満開のヤエベニシダレの絶景に多

て企画した「弘前城お城ロボ」のお披露目と水

くの観光客が感嘆の声をあげていました。

木一郎さんによるテーマソングが披露され、ま

左から木下さん、米谷さん、對馬さん
第３２回弘前城ミス桜コンテストが４月１０

ソメイヨシノの見頃が終わる５月からは遅咲

日に、弘前文化センターで開催されました。今

きの桜やりんご花まつり（５月６日～１５日）

年のコンテストには２４名の応募があり、一次

天守曳屋後の誘客を図るため、まつり期間中

への誘客が図られ、期間中の人出は２３６万人

審査を通過した１４名（２人辞退）による決勝

の園内では様々な取組みが実施されました。Ａ

（５月５日現在、主催者発表）となりました。

審査となりました。ミス桜グランプリには会社

Ｒ（拡張現実）技術を活用した観光アプリ「街



員の米谷萌美（よねや

つりのオープニングを華やかに彩りました。

＜まちそだて課＞

もえみ）さんが輝き、

ミス桜には共に大学生の對馬麻優子さんと木下
遥さんが選ばれました。
ミス桜の３名は、４月２３日の弘前さくらま
つり開会式をはじめ、市の４大まつりや県内外
のイベントに参加。今後一年間、市内外の行事
に華を添える「弘前市の観光の顔」として活躍
していただきます。

＜まちそだて課＞
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弘前市 に 対 す る 重 点 要 望 事 項 へ の 回 答 報 告
平成２８年度弘前市に対する重点要望事項に
ついて、去る２月２６日開催の弘前市長との懇
談会の席上、葛西市長から全項目に対する回答
書をいただいておりますので、主な回答の内容
を掲載してまいります。
なお、全項目の回答については当所ホームペ
ージに掲載しております。
要望項目：妊産婦本人等に対する支援について
回答：市では平成２６年度に「弘前市経営計画」
を策定しており、子育て政策においては、弘
前っ子の誕生及び子育てに係る負担の軽減等
の方向性を示して、
“妊婦窓口相談・赤ちゃん
電話相談事業”
“こんにちは赤ちゃん事業、妊産
婦・新生児訪問指導事業”
、
“５歳児発達健康診
査・相談事業”
、
“特別保育事業（一時預かり、延
長保育）
”
、
“子育て応援企業認定制度推進事業”
、
“トワイライトスティ事業”
、
“家庭児童相談事
業”等の各種事業を実施し、切れ目ない支援を
図っております。今後も「弘前市経営計画」に
基づく上記事業を推進するとともに、国及び全
国市町村の動向を見極めながら、地域の実情に
沿った妊娠期から子育て期までの切れ目ない支
援の充実を図り、子どもたちの笑顔あふれるま
ち弘前を目指してまいります。また、出産手当
金や育児休業給付金など出産や育児休業にかか
る国や県の給付金の制度周知に関しては、今後
も積極的に情報提供を行っていきます。
要望項目：友好都市間での修学旅行連携促進について
回答：小・中学校の修学旅行は、
（学習指導要
領における）
「平素と異なる生活環境にあって、
見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、
人間関係などの集団生活の在り方や公衆道徳な
どについての望ましい体験を積むことができる
ような活動」として行われております。また、
実施に必要な経費をなるべく低廉にすることや
児童生徒の疲労の軽減なども重要な観点として
計画することになっております。現在、当市小
学校では北海道・函館方面の修学旅行が多く、
中学校では東京方面が多くなっております。例
えば、それらの修学旅行の行程に斜里町や太田
市への訪問を組み込むといたしましても日程的
に、また、経費的に児童生徒やその家庭への負
担が大きくなることが予想されます。
子どもたちの交流については、太田市との青
少年交流事業やスポーツ少年団による相互交流
を実施しているところでありますが、斜里町に
おいても、太田市と同程度の交流を検討する必
要があることから、両都市間における協議を重
ねながら、今後検討していきたいと考えており
ます。よって当面の間は、これまでのねぷたの
交流を中心に、引き続き物産交流や青少年交流
事業などの実施に加え、盟約締結の記念周年時
には一般市民を対象に友好都市へ訪問する「弘
前市民号」を企画し、盟約締結に至った経緯や
背景についての理解を深めていただくとともに、
地域住民との相互交流を促進していきます。

要望項目：小学校での外国語教育について
回答：外国人指導者は国の財政措置を受けて雇
用できる自治体国際化協会のＪＥＴプログラム
から斡旋を受けております。今後は、小学校外
国語活動の中学年実施、高学年における外国活
動教科化・時数増、中学校英語を英語で教える
ことを基本とするという方針に対応するため、
更にＡＬＴを増員する計画をたてております。
要望項目：青少年のスポーツ育成強化等について
回答：若年層のスポーツに親しむ環境は、スポ
ーツ少年団活動が主な受け皿となっており、今
後もその活性化に努めるとともに、トップアス
リートに触れる機会の創出により、子どもたち
に夢や希望を与え、青少年の技術力向上や指導
者の育成を図り、当市からのトップアスリート
の輩出を目指してまいります。また、体育施設
指定管理者が自主的に行う各種スポーツ教室・
大会等について、特に若年者向けの事業の展開
を要請してまいります。
２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ
ク事前合宿誘致については、今後も県や関係機
関と連携を図り推進してまいります。更には、
各種国際大会の事前合宿地として誘致可能か、
調査・研究してまいります。
要望項目：受動喫煙防止に係る環境整備について
回答：市では、弘前市経営計画に基づき「たば
この健康被害防止対策事業」に取り組んでおり、
多様な主体の意見を広く聴きながら受動喫煙
防止対策等の強化・推進を図るべく、平成２７年
１１月に「弘前市たばこの健康被害防止対策協
議会（以下「協議会」といいます。
）
」を設立し、
市民・有識者・関係団体等が一体となり、本市
におけるたばこの健康被害防止対策について協
議・検討する体制を構築したところです。さら
に市では、たばこの健康被害防止に向け、市
民・事業者・行政が一体となって取り組みを推
進するよう、各主体の役割や具体的な対策のあ
り方を示す「弘前市たばこの健康被害防止対
策の指針（以下「指針」といいます。
）
」を平成
２７年度中に策定することとしており、現在策
定作業に取り組んでいるところです。
指針に基づき各主体がそれぞれの役割を果た
しながら、一体的にたばこの健康被害防止対策
を推進するよう努めてまいります。
なお、対策の推進にあたっては、各主体の喫
煙に対する認識や対応が異なる現状を踏まえ、
市が先導的立場で取り組むこととし、市の管理
する施設（建物）については、率先して全面禁
煙化（敷地内禁煙または建物内禁煙）を図って
まいります。
駅前公園については、貼紙などにより事前に
周知の上、平成２８年３月末に灰皿を撤去する
予定です。職場や飲食店等の民間施設について
も、指針に基づき、全面禁煙化に向け、施設の
利用形態に応じ段階的に受動喫煙防止対策を講
じていくよう働きかけてまいります。

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４７０件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

津川工業

津川

南国食堂

Ｓｈａｎ２（シャンシャン） 加藤

表

者
貴幸
肇

奈良

学

弘前市城東北３－１－３

パン製造、販売

㈱嶋田鋼業

嶋田

樹里

弘前市大開１－５－２ベルフィオレ１０１号

鉄筋工事業

ラーメン亭眠眠

前田

好雄

弘前市神田２－６－３

飲食店

東奥義塾学食

工藤吏津子

弘前市石川長者森６１－１

飲食店

戸田うちわ餅店

戸田しのぶ

弘前市銅屋町２１

菓子製造業

もりやま園㈱

森山

聡彦

弘前市樹木５－５

農産物の生産、加工販売他

エル・コンサル弘前

宮本

紀明

弘前市土手町４８－１ ９０５

経営コンサルタント

居酒屋いち

藤井

文代

弘前市中野１－１３－４５西弘会館１Ｆ

居酒屋

オートガレージアドヴァンス

井上

一也

弘前市清原２－１０－３１

自動車販売

四季屋ホルモン

木村志保子

弘前市外崎３－４－３

食肉販売等

将

る弘前商工会議所」の実現に向けまして、会頭、
副会頭を支えることができるよう、一意専心の
気持ちを忘れずに努めてまいりますので、よろ
しくお願いいたします。

特許・意匠・商標無料相談！
一般社団法人青森県発明協会では、弁理士、
弁護士による特許、意匠、商標等に関する無料
相談会を開催していますので、ぜひご活用くだ
さい。
なお、事前予約制となりますので、ご利用の
際は、以下のいずれかにお問い合わせください。
一般社団法人青森県発明協会
ＴＥＬ

０１７−７６２−７３５１

青森県知的財産支援センター
ＴＥＬ

０１７−７３４−９４１７

住

所

中津軽郡西目屋村田代名坪平６５－１

営

業

衣料品小売業

内

＊今

年度の開催日程＊

弘前会場 弘前商工会議所
１３：００−１７：００

特別会員
西川

します。当商工会議所が掲げる「地域を先導す

１３：００～１７：００

ｍｉｇｌｅ（ミーグル）

西川産業サービス

４月１日付けで常務理事に就任した高木と申

相談時間

容

障がい福祉サービス

者

高木伸剛常務理事ごあいさつ

弘前商工会議所会館会議室

内

居酒屋

表

たか ぎ のぶたけ

毎月第２・３・４火曜日

業

弘前市城東３－１１－１１

代

直樹

相 談 日

営

弘前市桶屋町４－８

名

今野

相談場所

所

優子

所

工場長

給排水設備工事

住

葛西

業

ニッカウヰスキー㈱弘前工場

弘前市取上４－９－１４

特定非営利活動法人ｔｅａｍ．Ｓｔｅｐｂｙｓｔｅｐ

事

（敬称略）

容

５月

24日㈫
鈴木弁理士

６月

14日㈫
三浦弁理士

21日㈫
源新弁護士

28日㈫
鈴木弁理士

７月

12日㈫
鈴木弁理士

19日㈫
上野弁護士

26日㈫
富沢弁理士

８月

9日㈫
三浦弁理士

16日㈫
上野弁護士

23日㈫
鈴木弁理士

９月

13日㈫
鈴木弁理士

20日㈫
源新弁護士

27日㈫
富沢弁理士

10月

11日㈫
鈴木弁理士

18日㈫
上野弁護士

25日㈫
三浦弁理士

11月

8日㈫
富沢弁理士

15日㈫
源新弁護士

22日㈫
佐々木弁理士

12月

13日㈫
鈴木弁理士

20日㈫
上野弁護士

27日㈫
福森弁理士

１月

10日㈫
三浦弁理士

17日㈫
源新弁護士

24日㈫
富沢弁理士

２月

14日㈫
21日㈫
佐々木弁理士
上野弁護士

28日㈫
富沢弁理士

３月

6日㈪
富沢弁理士

14日㈫
鈴木弁理士

21日㈫
源新弁護士
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平成２
８年度の融資制度一覧です
４月１５日に、青森県の主催により中小企業
融資制度等説明会が開催されました。その中で
説明された制度をご紹介いたします。
Ⅰ

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 ５月１８日㈬・６月１５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＞

がんばる企業を応援します。事業資金は“マル経融資”
（小規模事業者経営改善資金）

融資制度

⑴創業や新事業などの新たな取組みに必要な資
金を調達したい
①青森県未来を変える挑戦資金（県商工政策課）
②商業近代化資金（弘前市商工政策課）
③まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度
（日本政策金融公庫）
④海外展開・事業再編資金（日本政策金融公庫）
⑵経営環境の変化により業況悪化等の影響が生
じており、経営を安定させたい
①青森県経営安定化サポート資金（県商工政策課）
⑶一般的な事業資金を調達したい
①青森県事業活動応援資金（県商工政策課）
②小口資金特別保証融資（弘前市商工政策課）
③小口零細企業特別保証融資（弘前市商工政策課）
④事業活性化資金特別保証融資（弘前市商工政
策課）
⑤ソーシャルビジネス支援資金（日本政策金融
公庫）
⑥事業承継・集約・活性化支援貸付（日本政策
金融公庫）
⑦環境・エネルギー対策資金（日本政策金融公庫）
⑷外部専門家の支援を受けつつ、経営力を強化
したい
①青森県経営力強化対策資金（県商工政策課）
⑸その他の融資制度等
①工場等の新設・増設を検討している
・青森県産業立地推進資金（県産業立地推進課）

②工場の整備等を行う
・弘前市工場整備資金（弘前市商工政策課）
③消費税免税事業者が訪日外国人旅行者への対
応を検討している
・企業活力資金（日本政策金融公庫）
④経営者保証免除特例制度（日本政策金融公庫）
Ⅱ

経営支援・再生支援

⑴経営上の悩みについて相談したい
①よろず支援拠点事業［中小企業・小規模事業
者ワンストップ総合支援事業］（２１あおも
り産業総合支援センター）
⑵創業に当たってのサポートを受けたい（青森
県信用保証協会）
⑶借入金の返済に苦慮しているなど経営上の問
題を抱えており、事業の再生に向けて専門家
に相談したい（青森県中小企業再生支援協議会）
⑷事業再生（震災からの復興含む）のため金融
支援を含めた再生計画策定支援など専門家の
支援を受けたい（青森県産業復興相談センター）
Ⅲ

補助・助成金

⑴創業や新たなチャレンジをしたい
①あおもり元気企業チャレンジ助成事業助成金
（２１あおもり産業総合支援センター）
※県の助成事業については「青森県中小企業
経営支施策概要」（県庁ＨＰに掲載）も参考
としてください。

Ⅳ 投資育成制度
マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善
⑴投資育成制度により資金調達を多様化した
をはかるために必要な運転資金、設備資金を商
い、経営継承を円滑にしたい（東京中小企業
工会議所の審査会を経て推薦、無担保・無保証
投資育成㈱）
人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫の

＜経営支援課＞
融資制度の一つです。
仕入資金、買掛金・手形の決済、給料の支払、
（複数税率対応レジ導入支援等）
店舗の改装、車両・機械の購入等事業資金とし
て様々な用途にご利用いただけます。
消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が
Ｂ受発注システムの改修等支援
融資限度額は２，
０００万円、利率１．
３０％（４月
必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、
電子的な受発注システム（ＥＤＩ/ＥＯＳ等）
１３日現在）
、返済期間は運転資金が７年以内、
複数税率対応レジの導入や、受発注システムの を利用する事業者のうち、複数税率に対応する
設備資金が１０年以内と大変有利な制度です。
改修などを行うにあたって、その経費の一部を ために必要となる機能について、改修・入替を
申し込みいただける方は
行う場合に使える補助金です。
補助する制度です。
１ 弘前商工会議所管内で１年以上事業を営んで
（小売事業者等の）発注システムの場合の補
Ａ複数税率対応レジの導入支援
おり、税務申告をしている
助上限額は１，
０００万円、
（卸売事業者等の）受
複数税率の対応できるレジを新しく導入した
２ 従業員が５人以下の商業・サービス業、２０人
り、対応できるように既存のレジを改修したり 注システムの場合の補助上限額は１５０万円で、
以下の建設業・製造業・その他の業種
両方の改修・入替が必要な場合の上限は１，
０００
３ 原則として、６カ月以前から商工会議所の経営 するときに使える補助金です。
万円となります。
指導をうけており、経理内容が明らかである
補助額はレジ１台あたり２０万円が上限です。
本補助金の詳細については、軽減税率対策補助
４ 納付すべき税金をすべて完納している
基本的には、補助率は２/３ですが、１台のみ機
５ １，
５００万円を超える申込みの場合は事業計画
金事務局のホームページをご確認ください。
器導入を行う場合でかつ導入費用が３万円未満
書の作成が必要になります
http://kzt-hojo.jp/
の機器については補助率３/４となります。レジ 〇お問い合わせ先
はじめてご利用の方へ
本体のほかに、レジ機能に直結する付属機器等
中小企業基盤整備機構
融資を受けるには、従前から商工会議所の経
も合わせて補助対象になります。複数台数申請
軽減税率対策補助金事務局 ０５７０−０８１−２２２
営指導を受けていることが必要です。
９：００～１７：００（土・日・祝除く）
当所の経営指導員にお早目の相談をおすすめ 等については、１事業者あたり２００万円を上限
します。
＜経営支援課＞ とします。

＜経営支援課＞

軽減税率対策補助金のお知らせ

海外ＰＬ保険制度
～貴社の製品が原因で起こった海外でのトラブルに対応します！～
＜補償内容＞
① 貴社製品によって日本国外で発生した対人・対物事故について
※貴社に対して損害賠償請求がなされた場合に次の保険金を支払います。
・法律上の損害賠償金
・弁護士報酬・訴訟費用等の所定の費用
② 引受保険会社が訴訟対応や示談交渉代行等を行い貴社をサポート
③ 生産物回収費用（リコール費用）の補償
＜対象製品＞
ケース１：輸出した貴社製品
ケース２：取引先から間接的に輸出された製品
ケース３：外国人旅行客等によって日本国外に持ち出された製品
※各種機械器具から生活用品、食品等も対象です。

ご加入は随時募集中！
＜お問合せ＞
弘前商工会議所 Tel ３３－４１１１ 経営支援課まで
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弘前かいぎしょ TODAY
付となります。

打ち揚げ開始１９：３０～）第１１回古都ひろさき
花火の集いのチケットが好評発売中となってお

また、企業協賛の受付は５月末日までとなり
ますのでご注意ください。

ります。良いお席はお早めに！
チケットは、当所のほかに、岩木山商工会、

国際観光のシンボルマークを
ご活用ください！

本年も会場までのご移動手段としてシャトル
タクシーの運行を予定しております。

成岩商店、ヒロロ、中三弘前店、さくら野百貨

詳細な内容、シャトルタクシーの発着場等に

店弘前店、イトーヨーカドー弘前店で販売して

つきましてはチラシ、ホームページにも掲載し

おります。（６月１５日以降は当所のみとなり

ておりますので、ぜひご覧ください。

ます。
）

■ホームページ

http://www.hiro-hanabi.com/

■お問い合わせ
ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局担当


東北新幹線にも使用されています。
写真提供 前まちそだて大使
田村昌弘氏

なお、特別席のご購入及びオートキャンプエ
リアのお申し込みは、弘前商工会議所のみの受

大きな飛躍を象徴する
フェニックスがモチーフ

６月１８日㈯に開催される（開場１５：００～、

平成２８年５月１５日

＜情報調査課＞

：

平 成 ２７ 年 の 日 本 を 訪 れ た 外 国 人 客 数 は
１９，
７３７，
４０９人（ＪＮＴＯ発表）で、前年比４７．
１
％増加しており、３年連続で過去最高を更新し
ました。
政府は東京オリンピックが開催される２０２０
年の訪日外国客目標数を２，
０００万人としてい
ましたが、４，
０００万人と大幅な上方修正をし
ました。
都道府県別外国人宿泊者数は１位が東京で２
位が大阪、３位が北海道で、以下京都、沖縄と
続きます。東北地方は、宮城県の３２位が最高
で、本県が３６位となっており非常に苦戦して
います。
そんな中で、東北観光推進機構では東北にお
ける国際観光のシンボルマークとして
「Treasureland

TOHOKU－JAPAN」ロゴマ

ークを制作し、観光プロモーションに使用して
います。
このロゴマークは、公的機関のみならず簡単
な申請だけで民間企業も使用できるので、関係
する企業は積極的な活用をお願いし、国際観光
の拡大の取り組みを盛り上げていきたいと思い
ます。
【シンボルマーク使用に関するサイト】
http://www.tohokukanko.jp/feature/phoenix/


＜まちそだて課＞

