ヘッドライン
◇「かみどて朝市」＆
「したどて夕市マルシェ」好評開催中 …２面
◇弘前商工会議所創立１１０周年
記念講演会兼第１回経営塾開催 …２面
◇事業資金には“マル経融資”…３面
ホームページ
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会報

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

NO. 720

〒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。）

第２１８回通常議員総会が６月２９日の午後３

なりますので、インバウンド対策をはじめ各種

式会社弘前営業所長の川瀬郁朗氏に決定しま

時から当所２階大ホールで開催され、９２人の議

記念事業により更なる盛り上げを目指してまい

した。

員（委任状含む）が出席しました。

りますので、引き続き議員各位のご理解とご協

開会にあたり清藤哲夫会頭が挨拶に立ち、

力をいただきたい」と述べました。

「平成２８年度をかえりみると、地方経済にお

議事では、はじめに議員職務執行者の変更届

いては依然として厳しい状況が続きました。こ

出や商工技術検定委員及び小規模企業振興委員

れを受けて当商工会議所では、わたくしが会頭

等の委員委嘱案件のほか、新規高等学校卒業予

就任時に掲げた基本目標である開かれた商工会

定者に対する早期求人提出等に関する協力要請

議所、会員のための商工会議所、地域のための

などの庶務報告がなされました。

あわせて総会終了後には、弘前税務署長の佐
藤満彦氏に講師をお願いし、
『税は和の心』と題
しての記念講演をいただきました。
平成３０年度弘前市に対する建議活動
～各部会等で重点要望事項の検討スタート～
当所では建議活動の強化として、毎年、各部
会並びに青年部・女性会からの要望事項を中心

商工会議所を目指す取り組みとして、委員会な

議案審議では、監事より監査報告をいただい

に弘前市に対して重点要望事項を提出していま

らびに部会活動を中心とした事業計画に基づく

たあと、平成２８年度の事業報告並びに一般会

す。今年度については、要望事項の絞り込みを

各種事業に積極的に取り組んでいるところであ

計はじめ各会計の収支決算状況及び剰余金処分

行うことで、各部会総会等において最重点要望

ります。特に職員が会員事業所に足を運んでの

案についての説明がなされ、いずれも原案通り

事項を１項目、その他重点要望事項を２項目ま

御用聞き活動を４月から開始しており、この３

承認されました。なお、このたびの総会での事

でとして内容の検討をいただくこととしており

ヶ月間で２００件を超える企業からの生の声をお

業報告に関する部会・委員会活動については、

ますので、更なる建議活動の充実に向けて、会

聞きするとともに、経営上の課題に対する相談

各部会長ならびに委員長から報告をいただきま

員皆様のご協力をお願いいたします。

や情報の提供を行っております。また、今年百

した。

年目を迎えた弘前さくらまつりは、当商工会議

また、３名の欠員による常議員の補充選任に

所が中心となって組織した関係団体による実行

ついては、株式会社日産サティオ弘前代表取締

委員会で各種記念事業を実施いたしました。来

役社長の今井高志氏、青い森信用金庫執行役員

年のさくらまつりは、いよいよ百周年の節目と

弘前・津軽地区本部長の相馬均氏、東北電力株

平成３０年度弘前市に対する重点要望事項を
決定する部会総会等の開催日程（予定）
食品・農産物部会
生活商業部会
工業部会
建設部会
金融・不動産部会
運輸・交通部会
料飲・観光部会
医療福祉・専門サービス部会
情報・教育文化部会
青年部
女性会

８月下旬
７月１１日㈫終了済
７月１９日㈬
８月下旬
８月２３日㈬
８月２５日㈮
７月２６日㈬
８月２８日㈪
９月 ７日㈭
９月 １日㈮役員会
９月上旬理事会
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医療福祉・専門サービス部会

ドローン活用セミナー報告

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会
長）では６月１２日、ドローン活用セミナーを

㈱日産サティオ弘前

開催しました。

代表取締役社長

青森ドローンリンクアカデミーの井東恭彦氏

今井

を講師に迎え、
『ドローン×地域×人～ドローン

高志

活躍へのカギ』と題し、ドローンの将来的な活
用構想、ドローンをとりまく現状、主な活用分
野や活用メリットなどについて、ドローンから

ドローン操作体験の様子

実際に撮影した映像を交えて講義していただき

青い森信用金庫

沢山の内容でした。

ました。

執行役員弘前・津軽地区本部長

座学終了後は、会館屋上からドローンで撮影

質疑応答の時間も質問は途切れず、終始参加

した映像を会場のスクリーンにライブ配信した

者の皆さんは真剣にセミナーを受講していま

り、ドローンの操作体験会を行ったりなど盛り

した。

相馬

＜総務財政課＞

弘前商工会議所創立１１０周年記念講演会兼第１回経営塾

開催

東北電力㈱弘前営業所

当所では将来の地域経済界を担う若手経営者の育成に取り組んでおり、このたび株式会社
帝国ホテル代表取締役会長の小林哲也氏をお招きして講演会を下記のとおり開催いたします。
皆さまのご参加をお待ちしております。

日時：平成２９年８月３日㈭１４：００～１６：００
場所：弘前商工会議所会館 ２階大ホール
テーマ：帝国ホテルのおもてなしの心（仮題）
講師：㈱帝国ホテル代表取締役会長 小林哲也氏
主催：弘前商工会議所

均

共催：青森経済同友会・㈱みちのく銀行
主管：弘前商工会議所人財育成委員会
対象：弘前商工会議所会員・会員企業従業員
定員：２００名
参加費：無料
＜経営支援課＞

所

長

川瀬

郁朗

第32回 ちびっ子ねぷたの
お通りだい開催
弘前市内の幼稚園・保育園児たちが制作した
ねぷたを土手町通りで披露する「ちびっ子ねぷ
たのお通りだい」（主催：同実行委員会）が今

毎週日曜朝６時から、えきどてプロムナード

年も開催されます。

にて開催される恒例の朝市が今年もスタートし
ました。今年は毎回商品が入れ替わる特売コー

今年、３２回目となるこのイベントは、弘前ね

ナーを新たに設置しております。さらに、昨年

ぷたまつりのオープニングとして、また次代を
担う子ども達のまつりへの参加意識を高め、弘

大好評だった１，
３００円分のお買物券が１，
０００円

前ねぷたの保存継承に寄与するものとして開催

で購入できるお得な「あさいちお買物券」を会

されております。

場にて数量限定販売しております。

本年も、７団体の参加が予定されております

「したどて夕市マルシェ」の様子

また、土曜午後３時からは土手町コミュニテ
ィパークポム広場にて「したどて夕市マルシェ」

～出店者募集～かみどて朝市では出店者を随
時募集しております。募集要項、詳細はＨＰ
または下記実行委員会までご連絡ください。
《かみどて朝市実行委員会》
ＨＰ：www.kamidote-asaichi.com
ＴＥＬ：０９０−９７４５−７９５７（亀尾）

も開催中です。今年で８年目となるマルシェで
すが、売切れ続出の大好評夕市として定着して
おり、毎回非常に多くのお客さまにお越しいた
だいております。
生産者との交流も楽しめる朝市＆マルシェを

開催日：毎週土曜１５：００～１５：４０

≪開催概要≫

（１０月末まで）※売切れ次第終了

かみどて朝市
開催日：毎週日曜６：００～８：３０
（１０月末ま

場

所：土手町コミュニティパークポム広場
弘前市中心市街地活性化協議会担当

で）※８/１３はお休みです
場

所：えきどてプロムナード（上土手町側） 

＜地域振興課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４３１件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

牛たんダイニングふく助

永 井 明 雄

弘前市新鍛冶町９６−１

飲食業

米沢テクニカル

米 沢 浩 二

弘前市石渡３丁目１３−５６

建設業

田澤ペイント

田 澤

弘前市野田１丁目１２−１７

建築塗装

段

き、子どもたちの元気いっぱいの運行をご覧く
ださい。
◆日

時

業

内

容

平成２９年７月３０日㈰
１４：５０～１６：００（予定）

◆コース

旧弘前市役所土手町分庁舎（集合・
出発）→土手町→一番町→桜大通り

◆その他

したどて夕市マルシェ

ぜひご利用ください。

ので、当日はぜひ土手町通りにお集まりいただ

小雨決行（決定は１２：００）

◆お問い合わせ（公社）弘前青年会議所内
ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会事務局
ＴＥＬ

０１７２
（３４）
４４５８

第720号

平成２９年７月１５日

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 〜
取得してもらう必要があります。
実際にどの範囲の戸籍まで必要かについて
は、専門的な判断が必要な場合がありますの
で、一度専門家に相談することをお勧めし
ます。
平成２９年５月より、法務局が法定の相続
関係を証明してくれる制度が始まりました。
一通りの戸籍謄本を取得する必要があること
は従来と変わりませんが、一度戸籍を揃えて
法務局に届出すれば、その後の相続に関する
手続は法務局の証明書のみで足りますので、
相続手続きの度に戸籍の束を用意して提出す
る手間が省けることになりました。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）

第１１回：相続のキホンその５
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。
※第７回～第１０回と同内容です。
Ａ 相続に関する手続き（預金解約など）をす
る場合、相続人が誰かを明らかにする必要が
あります。具体的には、被相続人と相続人の
関係を証する戸籍謄本や除籍謄本等が必要と
なります。
戸（除）籍謄本は、本籍地の市町村役場に
て取得することができます。遠方の場合は郵
送による取寄せも可能です。もっとも、他人
の戸籍謄本の取得はできない場合もあります
ので、その時は弁護士か司法書士に依頼して
Q

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 ７月１９日㈬・８月１６日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 弘前商工会議所会館５階
●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＞

事業資金には“ マル経融資 ”（小規模事業者経営改善資金）
マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善
をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

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

工会議所の審査会を経て推薦、無担保・無保証

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

人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫の
融資制度の一つです。

します。

仕入資金、買掛金・手形の決済、給料の支払、

◆マル経資金利用状況◆

店舗の改装、車両・機械の購入等事業資金とし

最近３ヶ月で当所から推薦し、融資が決定

て様々な用途にご利用いただけます。

した主な利用状況は下記のとおりです。

融資限度額は２，
０００万円、利率１．
１１％（６月

○機械設置費用、仕入・諸経費支払に利用。

２０日現在）、返済期間は運転資金が７年以内、

融資決定額７００万円（自動車鈑金塗装業）

設備資金が１０年以内と大変有利な制度です。

○新店舗で使用する設備資金と仕入・諸経費

ぜひご活用ください。

受講訓練
受講期間

住所

免許・資格・
希望月収（万）
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等

普通自動車免許（ＡＴ限定）
パソコン事務
接客 １年１ヶ月
１５
保育士
１
弘前市
基礎科
保育士
８ヶ月
弘前市内
MOSスペシャリスト２０１３
４ヶ月
接客
１０ヶ月
エクセル・ワード・パワーポイント
普通自動車免許
パソコン事務
総務事務員
１２
簿記２級 所得税法３級
２
弘前市
基礎科

１５年９ヶ月
弘前市
ペン字２級
４ヶ月
サービス １３年
中型二輪免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）
職場で使える
事務補助 １０ヶ月 ８
（パート）
販売士３級 硬筆検定２級
３ パソコン事務 大鰐町
販売 １年８ヶ月 弘前市
珠算・暗算１級
基礎科 ４ヶ月
販売
８年 大鰐町近郊
ワード・エクセル３級

４

パソコン簿記
普通自動車免許
弘前市 日商簿記３級
速習科
３ヶ月
MOSエクセル

９
清掃 １年７ヶ月
事務
２年（パート）
一般事務１年５ヶ月 弘前市内

普通自動車免許（ＡＴ限定）
パソコン簿記
珠算初段
弘前市
速習科
５
数学検定３級
３ヶ月
英検準２級

普通自動車免許 ヘルパー２級
パソコン簿記
製造
１ヶ月
１３
書道師範 水難救助員
６
平川市
りんご選果袋詰め１ヶ月
速習科
中弘南
陸上特殊無線技士 ワード３級
営業
１ヶ月
３ヶ月
MOSエクセル３級 日商簿記３級
正看護師 美容師
ＩＴ実務科
２４
看護師 ４年２ヶ月
ネイリスト
７（パソコン実務科）弘前市
看護師
１年 弘前市
整理収納アドバイザー
６ヶ月
看護師
８年 近郊
ワード、エクセル３級
普通自動車免許 簿記２級
パソコン事務
ホームヘルパー２級
弘前市
基礎科
８
ケアクラーク技能
４ヶ月
MOS（２０１３）ワード・エクセル

早朝品出し ４ヶ月
９
介護職員 ６ヶ月
（パート）
商品盛付 ６ヶ月
弘前市内
製造組立 １０ヶ月

普通自動車免許（ＡＴ限定）
営業
医療事務科①
簿記３級（日商）
弘前市
営業
９
３ヶ月
医療事務１級・２級
販売
ワード３級 エクセル可

支払に利用。融資決定額５００万円（美容業）

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

○新商品の仕入、人件費、什器等購入に利用。
融資決定額５００万円（衣類販売業）

おり、税務申告をしている

〇営業車が急に壊れたので中古車購入に利用。

２従業員が５人以下の商業・サービス業、２０人

融資決定額１００万円（サービス業）

以下の建設業・製造業・その他の業種

〇さくらまつりに備えた仕入・諸経費支払い

３原則として６カ月以前から商工会議所の経営

に利用。融資決定額３００万円（飲食業）

指導をうけており、経理内容が明らかである
４納付すべき税金をすべて完納している

■マル経融資については、当所経営支援課まで
お気軽にお問い合わせください。

５１，
５００万円を超える申込みの場合は事業計画
書の作成が必要になります

℡３３－４１１１

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事

掛金は、その年に支払った全額が「小規模企業

業主（共同経営者含む）または会社等の役員の

共済等掛金控除」として、その年の課税対象所

方が事業をやめられたり、退職されたりした場
１３
弘前市内

１年３ヶ月
１３
７年
弘前市内
６年

普通自動車免許
ガーデニング
新聞印刷及び
２５
大型自動車免許一種
１０ （園芸）科 平川市
新聞発送業務 ３７年 弘前市
大型特殊自動車一種
電話工事 １年４ヶ月 平川市近郊
６ヶ月
小型車両系建設機械運転資格
※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。

3

合に、生活の安定や事業の再建を図るための資

得から控除できます。
・共済金の受け取り

金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満

・加入対象の条件

期はありません。

常時使用する従業員の数が２０人以下（商業・

共済金は一括受取りの場合には退職所得扱い、

サービス業では５人以下）の個人事業主（共

分割受取の場合には公的年金等の雑所得扱い

同経営者含む）および会社の役員です。加入

となります。

時の年齢の上限はありません。

・担保・保証人不要で貸付制度が利用可能

・掛金

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、

毎月の掛金は、１，
０００円～７０，
０００円の範囲内

臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証

（５００円単位）で自由に選べます。

人不要で受けられます。

・掛金は全額所得控除（節税対策）



＜経営支援課＞
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平成２９年７月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

ファッション甲子園２０１７チケット発売中 一律５００円、全席自由
高校生のファッション全国№１を競う「ファ

審査員を務める真木喜久子氏が手掛けるブラン

〈青森市〉成田本店しんまち店/ショッピングタ

ッション甲子園」が８月２０日㈰に弘前市民会

ド「GARDÉ COLLECTIVE」の２０１７−１８秋
冬コレクションとなっています。その他、昨年

ウンサンロード青森

館で開催されます。
第１７回を迎える今年は、全国１２６校・３，
００９
点のデザイン画の応募があり、書類選考によっ

新たにインスタグラムコーナーなども設置します。 だけます。
入場券は一律５００円・全席自由で、ご購入い
ただくとどなたでもご覧いただけます。
ン選手権大会（ファッション甲子園２０１７）入場

らは、弘前実業高校から２チームと柴田女子高

券販売所】

校から１チームが出場します。

〈弘前市〉弘前商工会議所/まちなか情報センタ

今 年 の ゲ ス ト 審 査 員 は 、「 G A R D É
COLLECTIVE（ギャルデ・コレクティブ）」

ー/さくら野百貨店弘前店/弘前市立観光館/中三

のデザイナー・真木喜久子氏です。

道弘前駅・弘前中央駅/弘前市民会館
〈五所川原市〉ＥＬＭ（エルム）

津軽三味線

場

入場料：Ｓ席３，
０００円（税込）※全席指定

をメインに、民

Ａ席２，
０００円（税込）※全席指定

謡や手踊り等、

出

当地の文化・芸

チケット販売所

能を披露するス

ＪＲ東日本びゅうプラザ／ヒロロ／イトーヨー

味 線」。 昨 年 は
地元の方はもち
ろんのこと、東

ファッション甲子園事務局担当


＜産業振興課＞

所：弘前市民会館大ホール

３００ 人 大 合 奏

「Ｔｈｅ津軽三

http://www.f-koshien.com/

弘前店/弘前大学生協シェリア店/ヒロロ/弘南鉄

毎年恒例のアトラクションは、今年のゲスト

テージイベント

ファッション甲子園ホームページ

【第１７回全国高等学校ファッションデザイ

審査で上位を競います。
青森県からの出場は６校７チーム。弘前市か

イベントの詳細はホームページでもご覧いた

度大会優勝作品展示や出場校デザイン画展示、

て選ばれた３５点（２４都道府県３３校３５チーム）
が弘前に集い、ファッションショー形式の公開

〈八戸市〉ラピア

演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

カドー弘前店／さくら野百貨店弘前店／中三弘
前店／弘前市立観光館／まちなか情報センター
／弘前市民会館／弘前商工会議所
※上記の他に、Ｔｈｅ津軽三味線ホームページか

北各地や首都

らもチケットが購入できます。

６月１７日、岩木川河川敷運動公園で、ひろ
さき市民花火の集い実行委員会（ユースサミッ
ト弘前などで構成）が主催する第１２回古都ひ
ろさき花火の集いが開催されました。
当日は天候にも恵まれ、有料入場者数は１万
８千人を数え、開会セレモニーのあと打ち揚げ
が開始されました。

圏、北海道から
約１，
９００人の来場者を迎えて開催しておりま

詳しくは『Ｔｈｅ津軽三味線２０１７』で検索い
ただくか、当所ホームページにリンクバナー

より、名人技の華麗な花火が打上げられ、ダン

す。今年のチケットは７月３日から販売中です。

がございますので、ご確認ください。

スやよさこいチームの演舞と花火のコラボレー

開催日：平成２９年９月９日㈯
時

間：昼の部：開演１４：００～（開場１３：３０）
夜の部：開演１７：３０～（開場１７：００） 

［お問い合わせ］

今年も全国有名花火師制作の名人尺玉共演に

ションもあり、会場は大いに盛り上がりました。

Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局

例年従事いただいている響屋大曲煙火㈱が昨

＜経営支援課＞

年の「大曲の花火」創造花火の部で準優勝に輝
いた作品を打ち上げた特別番組「輝く星に感謝
を込めて・・・」では、ひときわ大きな拍手と
歓声があがりました。
最後はフィナーレスペシャルワイドスターマ
イン「古都ひろさき花火の集い 明日への賛歌」
を打ち揚げ弘前市の夜空を鮮やかに彩り無事終
了いたしました。

＜経営支援課＞

