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◇弘前の魅力発信ホームページ
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（購読料は会費の中に含まれています。）

齊藤嘉春 副会頭

小山内康晴 副会頭

前田賢治 副会頭

清藤

崇 副会頭

～ 永 澤 弘 夫 前 会 頭 は 名 誉 会 頭 に～
総会では、あわせて名誉役員の選任が行われ、
２期会頭職を務められた永澤弘夫氏（㈱永澤興
業）に名誉会頭の称号を、５期１５年間にわた
り副会頭職を務められこのたび退任された野澤
武氏（㈱マルノ建築設計）に名誉副会頭の称号
第２１６回臨時議員総会が１１月１４日、当所会

上げたい」と前述すると共に、
「ご承知のとおり

を授与することを決定。また、このたび２０年

館２階大ホールで開催されました。このたびの

商工会議所の使命は、商工業に関して公正な意

以上の勤続で退任された加藤順治氏（弘前銘醸

臨時議員総会は、任期満了に伴う議員改選にあ

見活動を行い、地域経済社会の発展に尽すこと

㈱）
、西谷洌氏（合同会社西谷）
、鎌田興治氏（㈲

たり、１１月１日に開催の臨時議員総会（組織会） であり、とりわけ会員の多くを占める中小企業
における清藤新会頭の選任を受けて、副会頭は の方々を念頭におきながら、厳しい状況下での

ジュエリーかまた）
、中村元彦氏（津軽藩ねぷた

じめ常議員、監事、専務理事の選任等をおこな

安定した経営のために支援していかなければな

山形商店）には名誉議員の称号を授与すること

うために再度開催されたものです。この日は議

りません。こうしたなか、わたくしは、
『開かれ

を決定いたしました。

員９７人（委任状含む）が出席、新たな役員人

た商工会議所』、
『会員のための商工会議所』、

事等について審議を行い、清藤会頭による新し

『地域のための商工会議所』を基本目標に掲げ

次の通り選任決定されました。
（議席番号順）

い役員体制が決定されました。

て、部会、委員会活動を中心とした、会員のた

●常議員（３３人）＝浅利健一、石川雅祥、工藤

めの会議所運営を目指していきたい」と抱負を

幸久、新戸部八州男、阿保鉄幸、白戸均、奈良

述べました。

真喜子、三上美知子、清野和寛、奈良岡隆人、

総会の冒頭、清藤会頭が挨拶に立ち、
「このた
びの議員改選にあたり、それぞれの選任手続き
により就任いただいた議員各位に深く感謝申し

村）
、前田清敏氏（前田電子㈱）
、山形泰啓氏（㈲

なお、常議員並びに監事の選任については、

引き続き、人事案件に入り副会頭には、新任

門前孝治、櫛引利貞、三橋一晃、熊谷壽一、倉

で弘前ガス㈱代表取締役社長の齊藤嘉春氏、再

田昌直、吉川功一、熊谷孝志、大西康弘、南直

任で前田酒類食品販売㈱代表取締役の前田賢治

之進、鈴木順三、安東元吉、木村譲二、石川啓

氏、新任で㈱角長代表取締役の小山内康晴氏、

太郎、下山清司、山口道子、藤崎和夫、三上知

同じく新任で㈱栄研代表取締役社長の清藤崇氏

見、三上千春、藤村徹、小山内和寿、小山悟、

が選任同意されました。なお、専務理事には新

工藤武重、工藤清

任で前常務理事の高木伸剛氏が選任同意されま

●監事（３人）＝三宅誠一、北村裕志、小林忠

した。

一郎

2

第713号

平成２８年１２月１５日
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弘前の魅力発信ホームページコンテスト
情報・教育文化部会主催事業 『弘前感交劇場』
最優秀賞・優秀賞チーム表彰式を開催！

弘前市に対する重点要望事項を提出

１１月１２日、
『弘前感交劇場』弘前の魅力発信
ホームページコンテストの表彰式が開催され、
最優秀賞を受賞した石川中学校・チームapple
と優秀賞を受賞した３チームの表彰が行われま
した。表彰式ではチーム表彰を清藤哲夫会頭、
個人表彰ならびに副賞贈呈を鈴木順三部会長が
行いました。
最優秀賞を受賞した石川中学校・チーム
appleは、外国人旅行客向けに６ヶ国語対応で

清藤会頭、部会役員、受賞者で記念撮影

弘前の魅力をＰＲしただけではなく、スマート

とをもっと知ってもらいたい」
、
「来年も是非と

フォン用にレイアウトを整えている点などが高

も参加したい」など、受賞の喜びを語っていま

く評価されました。鈴木部会長からは「弘前の

した。

おいて平成２９年度の弘前市に対する重点要望

観光の新たな在り方につながる」という講評が

※当コンテスト参加全１１チームの作品は下記

事項として市政全般にわたる４１項目を機関決

ありました。

ＵＲＬより閲覧できます。

定し、１１月３０日には清藤会頭、齊藤副会頭、

http://www.hcci.or.jp/hp_contest/

前田副会頭、小山内副会頭及び清藤副会頭が弘



前市役所を訪ね葛西市長に、また、１２月５日に

入賞した生徒は「いつもと違った夏休みを経
験できて楽しかった」
、
「県外の人にも弘前のこ

＜まちそだて課＞

チャリティーダンスパーティー大盛況！！

久慈商工会議所が弘前を視察

全４１項目の要望事項を提出
当所では、去る１１月２９日開催の常議員会に

は下山市議会議長へ要望書を提出いたしました。
今回の要望では、
「子育て支援について」をは

１１ 月 １７ 日

弘前商工会議

じめ、
「ＪＲ弘前駅中央口から大町遊歩道へのペ

久慈商工会議所

所女性会（三上

デストリアンデッキ（歩行者専用高架通路）の

観光交通業部会

美知子会長）は

架設について」
、
「海外からのＦＩＴ（個人海外旅

ならびにサービ

１１ 月 ２１ 日 、

行）旅行者の獲得と受け入れ環境の整備につい

ス業部会の合同

ホテルニューキ

て」
、
「弘前さくらまつり開催１００周年記念事

視察研修会を受

ャッスルにて

業実施に対する支援について」
、
「ＩＣＴを活用

入しました。

２０１６チャリテ

した地方創生弘前型モデルの構築について」な

ィーダンスパー

どの新規項目２０件を含む内容となっており、

部 会 の 部 会 長 久慈と津軽に意外な結びつき！
他、久慈商工会議所会員及び事務局職員の総勢

３００名以上が参加
ティーを開催い
たしました。当日はダンス愛好者３００名以上

要望事項については、弘前市に対して２月末日

１３名が参加しました。

の方々にご参加いただきました。

当視察には両

までの回答を求めております。
清藤会頭から要望事項を受け取った葛西市長

はじめに弘前観光ボランティアガイドの会櫻

会頭代理でご出席いただいた清藤崇副会頭の

は、
「弘前市政発展のための提言として重く受

庭副会長のご案内で弘前公園を散策後、藤田記

音頭で来場者と乾杯した後、会場内では華やか

け止めている。行政・経済界は車の両輪として

念庭園洋館にて昼食をとりながらの懇談会を実

な衣装を着た参加者が、音楽に合わせて思い思

今後とも一体となった取り組みを行っていきた

施しました。津軽藩祖為信公は久慈市出身説が

いにダンスを楽しんでいました。また、みちの

い」と述べました。

有力なこともあり、久慈市と津軽藩の歴史的な

くダンススタジオの工藤剛先生・工藤万里子先

結びつきに関して話に花が咲いていました。

生によるデモンストレーションが行われ、情熱

「全国の年金事務所で年金の予約相談を実施しています」

その後、観光コンベンション協会坂本事務局

的なダンスで会場を盛り上げていただきました。

＜総務財政課＞

日本年金機構では、平成２８年１０月から全国
の年金事務所で年金相談の予約を実施してい

長のご案内で為信公墓所の革秀寺、津軽家の菩

これまで毎年、このダンスパーティーの収益

提寺である長勝寺を巡るバスツアーを実施。最

金の一部は弘前公園に訪れる観光客用雨傘を寄

後はりんご公園でのkimoriシードル試飲やり

贈するために使われてきました。来年度は当女

年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受

んご収穫体験を行いました。

性会創立３０周年を迎えることとなるため、こ

給している年金についての相談を希望する方は、

れまでの雨傘に代わり、記念になるような寄贈

ぜひ、予約相談をご利用ください。

者は感嘆の声を上げていました。

品にしようと計画中です。

・予約相談の開始時間





普段は出来ない貴重な体験とあって視察参加
＜まちそだて課＞

＜経営支援課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４４８件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

㈲ベスト保険企画

藤 田 勝 久

弘前市松木平富永１１−１５

損害保険・生命保険募集業務

ｆｕｋｕｒｏ一級建築士事務所

齋 藤 義 孝

弘前市清野袋二丁目９−５

建築士事務所

ます。

８：３０～１６：００（月曜～金曜）
・受付期間
予約相談希望日の１ヶ月前から前日まで受け
付けしています。
・お問い合わせ先（ねんきんダイヤル）
電話０５７０−０５−１１６５
なお、お近くの年金事務所でもお受けいたし
ておりますので、お気軽にお問い合わせくだ

新入特別会員
事

業

桜庭りんご農園

さい。
所

名

代

表

者

櫻 庭 政 春

住

所

北津軽郡板柳町灰沼玉川１５−２１

営

業

内

りんごの生産・販売

容

・下記ＵＲＬで、日本年金機構ホームページ「予
約相談について」を閲覧することができます。
（http://nenkin.go.jp/1003.html）
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弘前かいぎしょ TODAY
企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜
が異議を出すと、民事訴訟に移行します。

第５回：支払督促の手続きについて
Q

A

売掛金を滞納している会社に対して請求書

相手が郵便物の受け取りを拒否しているよ

を送っていますが、支払いがなされません。

うな場合や債権の存否に争いが無いような場

いい方法はありますか。

合には、相手から異議が出ない可能性があり

裁判所を通じた支払いを促す手続きとして、 ますので、有効な手段です。異議を出されて
「支払督促」があります。裁判とは異なり、

民事訴訟に移行したとしても、印紙代は初め

証拠提出が不要で、印紙代も訴訟の場合の半

から訴訟をした場合との差額で足ります。

額で済みます。支払督促の申立に対して相手

まずは支払督促を出して様子を見てはいか

が了承するか異議を出さないままでいると、

お気軽に相談を！！
『なんでも相談会』

3

がでしょうか。

判決と同様の効力が発生します。他方、相手
平 成 ２８ 年 度
第２次 補 正 予 算

（横山航平法律事務所

弁護士

横山航平）

小規模事業者持続化補助金申請受付中！

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 １２月２１日㈬・１月１８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 竹内知弘氏
●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が、当日都合の悪い方で
相談がある方も調整が可能の場合もあります
ので、経営支援課までお問い合わせください。

＜経営支援課＞

◇対象者：常時使用する従業員数が２０人以下

買物弱者対策の取組み、海外展開に取り組む事

＜卸売業・小売業・サービス業（宿泊業、娯楽業

業は補助上限１００万円、事業者が連携して取り

以外）は５人以下＞

組む共同事業は補助上限５００万円＞

◇対象事業：経営計画に基づき、商工会議所の

◆応募について：平成２９年１月２７日㈮【締

支援を受けながら実施する販路開拓等のための

切日当日消印有効】にて日本商工会議所へ申請

事業及び販路開拓等とあわせて行う業務効率化

書類一式を送付すること。

（生産性向上）のための事業。
＜広告宣伝、集

◆申請に際しては申請書類「経営計画書様式２」

客力を高めるための店舗改装、商品パッケージ

「補助事業計画書様式３」を当所で確認させて

の変更、業務改善のための専門家による指導に

いただきます。また当所が発行する「事業支援

伴う謝金、作業導線確保や整理スペース導入に

計画書様式４」が必要です。※発行には一定の

よる店舗改装、倉庫管理・労務管理システムの

日数がかかります。締切りまでに十分な余裕を

ソフトウェア購入等＞

もってお越しください。

◇補助率：補助対象経費の２／３以内

◆申請書の書き方、内容等についてのご相談は

当所ホームページで補助金・助成金等の
最新情報をご覧になれます。

◇補助額：上限５０万円＜７５万円以上の事業を

随時お受けしております。お気軽にご相談くだ

実施した場合でも最高で５０万円の補助。但し

さい。

雇用を増加させる取組み、従業員の処遇改善、



ＨＰに「国、県等の補助金・助成金・融資情
報、イベント・セミナー・研修情報」のバナー
を開設しました。これは「青森県リレバン推進
情報メールマガジン」を基に、みなさまの経営
に役立つ最新の情報を提供するものです。
是非ご覧になってください。
また、弘前市の補助金・助成金等の情報につ
いても、市 ＨＰとリンクしておりますので、
○ 市ＨＰトップページ > 働く・産業 > メニュー
○ 市ＨＰトップページ > 市政情報 > 計画・取り
組み > 商工・観光の中小企業応援ガイドブック
から必要な情報をご覧ください。
弘前商工会議所ホームページ
http://www.hcci.or.jp

～ 青森県信用保証協会は 公的専門機関 と連携し
中小企業者をサポートしております！！ ～

＜経営支援課＞

法務局からのお知らせ

平成２８年度の休眠会社等の
整理作業（みなし解散）について

法務局では、平成２６年度以降、休眠会社・
休眠一般法人の整理作業を毎年行っており、本

経営課題解決のための
計画作成費用を補助いたします！ ～
当協会では、国の経営改善計画策定支援事業によって、

【サポート・相談・指導内容】
⑴ 新分野進出等 ⑵ 経営改善 ⑶ 新商品開発

認定支援機関の支援を得て経営改善計画を作成した場合、

⑷ 技術研究開発 ⑸ 販路開拓 ⑹ 各種融資制度や補助金

国からの一部費用補助（２/３）に加えて、独自に費用の

⑺ 創業・起業 ⑻ 事業承継 ⑼ 各種金融

一部を補助する支援を行っております。

【連携機関】

【補助内容】

●青森県信用保証協会
●公益財団法人

計画策定費用のうち事業者負担（１/３）の８０％（上限

２１あおもり産業総合支援センター

●地方独立行政法人

２０万円）を補助しております。

青森県産業技術センター

【ご利用いただける方】
トが必要であると当協会が認めた方



～ 青森県信用保証協会では

金融・経営・技術支援のスペシャリストが無料でサポート！！

当協会の保証を利用（予定を含む）しており、本サポー

こちらをクリック

＜経営支援課＞

【ご利用いただける方】
当協会の保証を利用しており、本サポートが必要である
と当協会が認めた方
詳しくは、以下の窓口までお問い合わせください。

詳しくは、以下の窓口までお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞

＜お問い合わせ先＞
青森県信用保証協会

経営相談窓口

青森県信用保証協会 業務部
（県共同ビル５Ｆ）
〒０３０−８５４１ 青森市新町２−４−１

〒０３０−８５４１ 青森市新町２−４−１
（県共同ビル４Ｆ）

℡０１７−７２３−１３５４

℡０１７−７２３−１３５６

雇用保険の適用拡大について

～平成２９年１月１日より６５歳以上の方も
雇用保険の適用対象となります～

年度は１０月１３日に法務大臣の公告を行い、１２

〈適用例１〉

る場合は、平成２９年３月３１日までに管轄のハ

年以上登記がされていない株式会社、５年以上

平成２９年１月１日以降に新たに雇用した場合

ローワークに届出をしてください。

登記がされていない一般社団法人又は一般財団
法人について、通知書を発送しました。
上記に該当する場合には、平成２８年１２月１３

雇用した時点から高年齢被保険者となります

〈適用例３〉

ので、雇用保険の適用要件（※）に該当する場合

高年齢継続被保険者である労働者を平成２９年１

は、雇用した日の属する月の翌月１０日までに

月１日以降も継続して雇用している場合

日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を

管轄のハローワークに届出をしてください。

管轄登記所にする必要があります。その旨の届

〈適用例２〉

出は不要です。

出等がされないときは、解散したものとみなさ

平成２８年１２月末までに雇用し、平成２９年１

※雇用保険の適用要件

れ、登記官が職権で解散の登記をします。

月１日以降も継続して雇用している場合

詳しくは法務省ホームページをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

平成２９年１月１日より高年齢被保険者とな
りますので、雇用保険の適用要件（※）に該当す

自動的に高年齢被保険者となりますので、届

１週間の所定労働時間が２０時間以上であり、
３１日以上の雇用見込みがあること。
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平成２８年１２月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

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。

地場産業振興部門大賞 … 経済活動を通じて地域の振興に寄与しているもの
もしくは地場産業の振興と宣伝に寄与しているもの

在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会
（中村 元彦 会長）
受賞のことば
清水森ナンバが京都から弘前に来て
４００年を過ぎました。
もう一度、弘前・津軽をとうがらしの
大産地にしたいとの一念で農・商・工・
官・学連携で様々な事業を行ってきま
した。
それらの活動を貴団体が評価して頂い
た事に感謝申し上げます。
今後共御支援お願いします。

地域文化振興部門大賞 … 地域の文化振興に寄与しているもの

川越黄金焼店
（川越 道子

街並み景観部門大賞

… 建築物等を対象として街並みに配慮したものおよび
地場の風土に調和し弘前らしさを出しているもの

木村産業研究所～前川

國男建築処女作～
（木村 文丸 理事長）

受賞のことば
この度、木村産業研究所が受賞したことに感謝申し上げます。
コルビュジェ風の建物
として多くの建築家が
お出でになり、近代建
築の基をなす建物とし
て弘前の景観に一翼を
担っているのは大変嬉
しく、今後も前川國男
の建物に関心を持つ
人々が増えることを願
っています。

地域文化振興部門大賞

秋田 漣
代表）

受賞のことば
これまで商売を営んで来ら
れたのは地域の皆様のおかげ
です。この先も変わらずにや
っていけたらと思います。こ
れからもどうぞよろしくお願
い致します。

受賞のことば
人生の哀歌を表現するフラ
ンスの歌、シャンソンに津軽
の代表詩人の書いた詩の朗読
を交えたり、自分の好きな方言をシャンソンの中に入れたり、実験
的な試みをしながら歌うようになって４０年位、店の営業を始めて
からは約４８年がたちました。自分のふるさとで育んだ言葉を誇り
にし、私の歌を聴く人に故郷のにおいを感じてもらえる様な、そん
な思いで…。私の残りの人生はシャンソンを都会で歌うことではな
く、原曲通りのフランス語で歌うのではなく、自分の街・弘前にと
どまり津軽弁で接客し、あくまでつがる人らしいシャンソンを歌っ
て行きたい。夢は、津軽弁のシャンソンが流れる街弘前。

