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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。）

に着手するとともに、さらに踏み込んだ人口減

会館６階特別会議室で開催され、正副会頭はじ

少対策に取り組んでまいりたい。商工会議所の

め９部会の正副部会長、青年部・女性会の正副

皆様におかれましては、今後とも、商工業界の

会長等５０人が出席しました。

振興と活力ある地域社会実現のため、地域の先

懇談会の冒頭、昨年１１月に提出していた平
成２９年度弘前市に対する重点要望事項への回

導役として、なお一層のお力添えをお願いした
い」と述べました。

答書が清藤会頭に手渡され、引き続き葛西市長

葛西市長から重点要望事項の回答書を受け取

から要望事項に対する回答と、それに関連した

った清藤会頭は、
「このたび、当所から要望した

市の政策も交えての説明がありました。

４１項目すべてについて、前向きな回答をいた

要望回答の主な内容としては「子育て支援に

だき深く感謝申し上げたい。当商工会議所とし

ついて」
「宅地開発に係る支援について」
「地域

ても、地域経済活性化にむけて民間活力を十分

内公共交通ネットワークの再構築について」

に発揮し、地域のための商工会議所として、弘

「岩木山の豊かな環境を活用した岩木地区の利

前市発展のために尽力していきたい」と述べ、

活用について」
「弘前さくらまつり開催１００周

感謝の意を表しました。

年記念事業実施に対する支援について」「新規

その後、出席者による懇談に移り、懇談では、

学卒者など若者の地元就職に向けた施策の推進

９部会並びに青年部・女性会からそれぞれの要

について」や「スポーツ振興による経済活性化

望回答に対する意見が出され、これを受けて葛

について」など１０項目に関して、これまでの

西市長からは、ごみのリサイクル率アップのた

経緯と今後の処理方針についての説明をいただ

めの取り組み、弘前ブランドセンター設立に向

きました。

けた考え方、弘前版生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）

あわせて、葛西市長からは、
「商工会議所の皆

の推進、ヒロロスクエアの利用状況やふるさと

様には、日頃から市政各般にわたり、格別のご

納税に対する取り組み等の紹介がありました。

支援、ご協力を賜り厚くお礼を申し上げたい。

なお、平成２９年度の弘前市に対する重点要

市としては、本年、現在の経営計画が最終年度

望事項への回答の内容については、当所ホーム

を迎えることから、これまでの取り組みや実績

ページや会報でご報告いたします。

等の分析、評価を踏まえ、次期総合計画の策定

回答内容について説明する葛西市長

葛西市長から回答書を受け取る清藤会頭

去る２月２７日に弘前市長との懇談会が当所

平成２９年度弘前市に対する重点要望事項一覧
※は平成２９年度新規項目
◆「ひとづくり」
Ⅰ 子育て
※１ 子育て支援について
Ⅱ こどもの学び
※２ 弘前市教育委員会が実施する市内全小中学校学力テストの見直しについて
※３ 地方スクーリングサテライトの設置について
Ⅲ 多様な学び
※４ 全ての人たちが住みよいまちづくりについて
※５ 小学校の図書室の本の入替えについて
※６ 文化・スポーツ活動の拠点となる施設の効率的・計画的な整備とより効果的な運営・管理について
◆「まちづくり」
Ⅰ 雪対策
７ 冬季間における快適な生活と安定した交通の確保について
Ⅱ 都市環境
※８ ＪＲ弘前駅中央口から大町遊歩道へのペデストリアンデッキの架設について
９ 市街化調整区域の柔軟な対応について
10 都市計画における用途区域に関する柔軟な対応について
11 宅地開発に係る支援について
※12 桜大通り周辺の景観について
※13 「まちなかぐらし」に向けた整備の促進について
Ⅲ 生活基盤
14 弘前市の生活環境の向上や交通安全について
15 地域内公共交通ネットワークの再構築について
16 弘前城北公園交通広場の更なる整備充実と広報活動強化による利用率の向上について
Ⅳ エネルギー・環境
17 カラス・害虫被害対策について
※18 ごみのリサイクル率アップのための更なる取り組みについて
※19 再生可能エネルギーに関する補助金の制定について
◆「なりわいづくり」
Ⅰ 農林業振興
20 農商工連携と６次産業化に対する支援について
21 りんご産業の推進について
Ⅱ 観光振興
22 「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期制定について
23 岩木山の豊かな環境を活用した岩木地区の利活用について
※24 りんご神社（仮称）の設置について
※25 海外からのＦＩＴ（個人海外旅行）旅行者の獲得と受け入れ環境の整備について
※26 弘前さくらまつり開催１００周年記念事業実施に対する支援について
Ⅲ 商工業振興
27 ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成について
28 学生対象の溶接技術講習会並びに溶接競技大会開催の際の支援について
29 「弘前ブランド」を国内外へ発信できる施策の検討について
30 弘前市融資制度（特別保証融資）の拡充について
31 マル経融資制度の利子補給の実施にいて
※32 新規学卒者など若者の地元就職に向けた施策の推進について
※33 スポーツ振興による経済活性化について
◆「その他」
34 各種イベントの効果測定の実施と測定結果の周知等について
35 公衆用道路の固定資産税非課税基準の緩和について
36 青森空港並びに奥羽本線新青森駅等の利便性向上に係る国、県、関係機関等に対する要望活動について
※37 ＩＣＴを活用した地方創生弘前型モデルの構築について
※38 ヘルプマークの普及について
※39 ふるさと納税について
※40 女性が活躍できる取組みをしている企業のＰＲについて
41 「弘前ブランドセンター」設立に向けた支援について
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金融経済情勢講演会を開催

金融・不動産部会

田澤文男名誉議員ご逝去

金融・不動産部会（石川啓太郎部会長）では、

当所名誉議員で元副会頭の

弘前金融団との共催による「金融経済情勢講演

田澤文男氏（弘鉄電気工事㈱代

会」を２月２７日にラグリーにおいて開催いたし

表取締役会長）が２月１０日に

ました。

ご逝去されました。行年９５歳。

講師には、日本銀行の山口智之青森支店長を

田澤氏は昭和３６年５月に

お招きし、国内外の金融経済情勢や青森県の最
近の景気動向について講演をしていただきま

当 所 議 員 に 就 任 以 来 、昭 和
４２年５月から常議員、
昭和５４年５月から副会

した。

頭を３期、昭和６３年４月からは相談役議員と
して通算で１３期３５年間の長きにわたり会議

トランプ大統領就任後の経済動向が日本に与

所活動にご尽力をいただきました。この間、業

える影響や大型小売店の販売額比較をはじめ、

日本銀行山口青森支店長による講演

新設住宅着工戸数から見る個人消費の動向など、

界の要職を歴任され、昭和６３年には産業振興
功労として藍綬褒章を受章。平成１０年１１月

各種データを基に全国と青森県を比較分析し、
県内の景気動向について詳しく解説していただ

会も実施し、参加者同士が意見を交わし懇親を

からは名誉議員として地域経済の振興に多大な

きました。

深めていました。

る貢献をされました。

講演会には７６名が出席し、講演後には懇親



＜経営支援課＞

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

弘前市議会議員との懇談会開催
４月１日から３０日まで
『さくら共済』春のキャン
㈱さくら野百貨店

弘前店

『さくら共済』は、会員

取締役店長

山形

ペーンを実施いたします。

拓二

事業所が１口８００円から
加入できる共済制度です。
また、ガンや病気、不慮

総勢４４名で懇談

の事故による死亡や入院時

弘前市議会議員と当所常議員との懇談会が２

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

月６日にホテルニューキャッスルで開催されま

当所会員共済制度「さくら共済」の平成２８年

助成金、事故・通院・入院の際の見舞金など、

した。

度の利益配当金を３月１７日㈮付で、各加入

役員・従業員の福利厚生制度としてご活用いた

事業所の口座へお振込みいたします。還元率

だけます。

さくら共済利益配当金振込のお知らせ

懇談会には弘前市議会議員２２名が、当所か
らは正副会頭をはじめ常議員２２名が出席しま

は年齢によって変わりますが、５５歳までの

さらに、キャンペーン期間中にご加入された

方で、約１８．
８％、月額掛金で換算すると２

方には抽選で『県内７市のおすすめの逸品』を

開会にあたり、清藤会頭が挨拶に立ち、
「市議

口加入１，
６００円に対し、配当金は約３０１円

差し上げております。アクサ生命保険の推進員

会議員の皆様には日頃より地域経済振興のため

が事業所を訪問させていただきますので、是非

に多大なるご尽力をいただき、深く敬意を表し

この機会にご加入ください。

ます。昨年１１月の会頭就任にあたり、開かれ

で実質掛金は１，
２９９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
１６件の１，
７５０万円、入院給付金が１１件の
８４万円となっています。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
必ずご確認ください。

＜総務財政課＞

詳細については今月号の折込チラシをご覧い

た商工会議所、会員のための商工会議所、地域

ただくか、当所までお気軽にお問い合わせくだ

のための商工会議所を基本目標として掲げ、部

さい。
（ご加入にあたってはパンフレット、重要

会や委員会活動を中心とした会員による会員の

事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ず

ための会議所運営を目指しております。今回お

ご覧ください。
）

集まりいただいたご出席の市議会議員の皆様か



＜総務財政課＞

締切迫る！第３３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３３回弘

した。

もしくは県内在住者。また、弘前市に愛着のあ

ら弘前市の経済活動の活性化のためのご意見等
を拝聴し、当市経済に明るい光を見いだしたい」
と述べました。

前城ミス桜コンテスト」を下記の要領で開催い

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

会議所の皆様には、商工行政全般にわたり、ま

だき、是非ともご参加ください！

市の４大まつりや県内外のイベントに参加のほ

た地域経済の原動力として大変なお力添え、活

◆と

き

平成２９年４月９日㈰

１３：００

引き続き、下山市議会議長が挨拶をし、
「商工

か、来年１００周年を迎える弘前さくらまつりの

動をいただいていることに対して心からお礼を

◆ところ

弘前文化センター大会議室

情報を発信するため全国各地でＰＲをしていた

申し上げます。清藤新体制になってからも、今

◆選

ミス桜グランプリ１名、ミス桜２名

だきます。

まで以上に当市の経済振興にご尽力をしていた

出

◆選出方法

◆応募締切

１次審査（書類）で１５名程度を選出し、４月９

平成２９年３月２４日㈮必着

だきたい。今回の懇談会を機に当市の経済振興、

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

発展に繋がることを期待しています」と述べま

日の決勝審査で３名を決定。
◆参加資格

東奥日報社弘前支社 ＴＥＬ０１７２−３４−５１５１

懇談会では、会頭が当所の基本方針を述べた

＜地域振興課＞

あと、当所委員会の所管事項や活動状況を各委

満１８歳から満２８歳までの未婚女性で、弘前市



した。

員長が説明。その後、出席した市議会議員全員
から議員としての活動状況を説明していただき
ました。
その後、人口減少問題や雇用問題、観桜会１００
周年事業など弘前市の経済活性化のための活発
な意見交換が行われました。


＜総務財政課＞
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弘前かいぎしょ TODAY
企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

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１５日㈬・４月１９日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 弘前商工会議所会館
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＞

弘前企業ガイド２０１８
窓口で無料配布しております
市内の優良企業を掲載 ！
お早めにどうぞ
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
（２０１８年版）」を作成いたしました。
このガイドブックは、平成３０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２９年３月に仙台・東京、４月に弘前、青森、
八戸で開催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
概要が詳細に掲載されており、一般の方でも事
業所データブックとして様々なご利用ができる
内容となっております。
サイズは携帯しやすいようにコンパクト（横
１１０㎜ 縦１７８㎜）にまとめました。ご希望の
方には、当所窓口で差し上げておりますので、
お早めにどうぞ！

平成２９年３月１５日

＜経営支援課＞
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〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第７回：相続のキホンその１
Q 先日、当社の経営者が亡くなりました。妻
と２人の子がいますが、うち１人は先に死亡
しておりその子（孫）が２人います。誰がど
のような相続を受けるのか、教えてください。
A 相続人を確定させるには正確な法的知識が
必要です。初めに、配偶者（夫・妻）は常に
相続人となります。次に、子が相続人となり
ます（第１順位。養子、前妻（夫）との間の
子、非嫡出子（結婚していない男女の子）も
含む）。子が先に死亡していた場合、子の子
（孫）が子に代わり相続人となります（代襲
相続。ひ孫以下も同様）。子がいない場合、
親が相続人となります（第２順位。養親も含
む）。親が先に死亡していて祖父母が存命な

らば祖父母が相続人となります。親・祖父母
ともいない場合、兄弟姉妹が相続人となりま
す（第３順位。但し、代襲相続は兄弟姉妹の
子に限ります）。なお、内縁の妻（夫）、配偶
者の連れ子（養子縁組していない場合）、認
知されていない子は相続人にはなりません。
本件では、他に事情がない限り、相続人
は、妻と生きている子、死亡した子の２人の
子（孫）の合計４人が相続人となります。具
体的な相続分等については、次回以降に説明
します。
なお、実際には他の事情等により結論が異
なる場合もございますので、ご注意ください。
（横山航平法律事務所

弁護士

横山航平）

−平成２９年度中小企業融資制度等説明会−
青森県の平成２９年度融資制度等説明会が開 ◆内容①青森県の融資制度について
②弘前市の融資制度について
催されます。
③日本政策金融公庫（国民生活事業）の
県・市及び関係機関の担当者から融資制度や
融資制度について
支援制度等について直接説明を聞くことができ
④２１あおもり産業総合支援センターの
支援事業について
る絶好の機会です。中小企業の皆さんぜひご参
⑤青森県信用保証協会の保証制度等につ
加ください。
いて
なお、参加の方は事前にご連絡ください。
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
◆日時 平成２９年４月１４日㈮
ついて
１４：００～１５：３０
⑦個別相談
◆場所 弘前商工会議所会館２階大ホール

＜経営支援課＞
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平成２９年３月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

ＦＡＩＴＨ ＳＥＬＥＣＴのショー

フィナーレで全員集合
ｃｉｒｃｌｅ ＡＯＭＯＲＩのショー

ファッション甲子園まちづくり振興事業の一

今回は、縦７メートル横１４メートルのスク

環として、さくら野百貨店弘前店を中心とした

リーンを会場に設置し、ファッション甲子園２

アパレルショップによる春夏新作ファッション

０１６デザイン画アニメーションやビデオレタ

ショー「ヒロコレ～ひろさきコレクション～ｖ

ー、各ショップイメージに合わせた映像とファ

ｏｌ．８」が２月２６日、さくら野百貨店１Ｆ

ションショーのコラボを展開しました。また、

特設会場にて開催されました。

同会場で青森県ヘアアーチスト専門学校の生徒

８回目となる今回は、８ショップから３４コ

さんによる「ネイル」
「ヘア・アレンジ」体験コ

ーディネートと、昨年８月の第１６回ファショ

ーナーも開催され、子供から大人まで幅広い世

ン甲子園に出場した、弘前実業高校と柴田女子

代に楽しんでいただけました。

高校が登場。１１時と１４時の２回のショーには、

前回のファッション甲子園で準優勝の
「モダンな花魁」
（柴田女子高）も登場！

合わせて約６００名の観覧者が詰め掛け、気に入

い」
「また観に行きたい」
「参考になった」との

ったコーディネートを撮影しながら、華やかな

声もあり、一足早い春のコーディネートを楽し

衣装に目を奪われていました。

んでいただけたようです。

弘前商工会議所青年部 岩見沢での全国大会に参加

満面の笑顔の参加者一同

ファッション甲子園実行委員会事務局担当


＜産業振興課＞

金メダリスト清水宏保氏の講演

２月２３日から２５日にかけて、北海道岩見沢

５，
０００名近くが集い冬の岩見沢を肌で感じ、そ

市にて日本商工会議所青年部第３６回全国大会

の中で行われた今年度青年部を卒業する方々の

北海道いわみざわ大会が開催されました。

卒業式では大変な盛り上がりとなりました。

弘前商工会議所青年部からは１０名が参加し、
記念講演では長野オリンピックスピードスケー

来場者からは、
「楽しかった」
「大画面がきれ

人口約８万人の決して大きくはない市で開催
されたこの大会は、地元の方々による多大な支

会長に就任した清藤会頭（中央）
「弘前観桜会１００周年事業実行委員会」の
組織会が２月１５日に当所６階特別会議室で開
催されました。
組織会では、規約の承認により当所会頭が会

ト競技で金メダルを獲得した清水宏保氏による、 援によって成り立っており、５，
０００人の参加者
『人生の金メダリストになるために』〜諦めな を受け入れるために地域が一丸となって開催さ

長、弘前市長が名誉会長、弘前観光コンベンシ

い技術力〜と題した講演が行われました。

ョン協会会長、弘前市物産協会会長が副会長、

大懇親会では、屋外に設営された特設会場に

れたものだと感じました。


＜経営支援課＞

弘前市旅館ホテル組合長、弘前桜まつり協賛会
代表が監事にそれぞれ就任いたしました。
委員会では、この記念すべき節目を盛り上げ
るべく、まずは市民に向けて観桜会１００年を
ＰＲし、来年の１００周年に向けた積極的な情
報発信、機運醸成を図りながら、各種記念事業
等の施策を検討、実施していくこととしており
ます。

＜地域振興課＞

