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◇観桜会１００回記念
「吉幾三コンサート」

◇２／２８弘前れんが倉庫美術館
フォーラム開催

◇確定申告について

〈記念品の贈呈をされた受章（賞）者〉

〈新年の挨拶をする清藤会頭〉

〈第１９回街づくり大賞受賞者〉

受章（賞）者名簿

受章区分 功　績 氏　名 会　員　名

紺綬褒章 公益の福祉に寄与

工藤博文 サンライズ産業㈱

防衛大臣表彰
自衛隊就職援護業
務精励

厚生労働大臣表彰 食品衛生功労 菊地　浩 甘栄堂

厚生労働大臣表彰 調理師制度功労 板垣重敏 ㈱菊富士

厚生労働大臣表彰 食品衛生優良施設 ㈲双味庵 ㈲双味庵

国土交通大臣表彰 自動車販売功労 今井高志 ㈱日産サティオ弘前

青森県褒賞 産業・経済功績 齋藤　司 ㈲齋藤工業

弘前市ゴールド卍賞 統計調査功労 平山壮三 平山萬年堂

第１９回街づくり大賞受賞者

受　賞　名 受 賞 者 名

街づくり大賞 弘前工芸協会

　初春を迎えての当所新春祝賀会が、１月６日にアートホテル弘前シティで開催され、来賓はじ
め会員事業所から３８０人が出席して新しい年を盛大に祝いました。
　祝賀会では国歌斉唱に続き、清藤会頭が年頭の挨拶を述べました。続いて来賓を代表して青森
県知事代理の柏木副知事ならびに櫻田弘前市長より祝辞をいただいたあと、清野弘前市議会議長
の乾杯で祝宴に入りました。
　あわせて祝賀会の席上では、このたび多年にわたるご功績が認められての国家表彰ならびに大
臣表彰、弘前市ゴールド卍賞などを受賞された会員事業所の方々に記念品の盾が贈呈されまし
た。また、当所独自の顕彰制度である街づくり大賞の表彰も行われ、第１９回目の大賞受賞者に
表彰盾と副賞が贈呈され、出席者一同で受賞を祝いました。

会　頭　挨　拶　要　旨
　昨年１１月の臨時議員総会において会頭に再任いただき、２期目の新年を迎えることになり
ました。厳しい経済情勢のもと、商工会議所に課せられた重大な使命を痛感し、地域経済の発
展のために最善の努力を尽くしていく所存であります。
　昨年のわが国経済は、個人消費にはいまだ力強さを欠くものの、民間投資は引き続き底堅く、
緩やかな拡大を続けております。しかしながら、その一方では人口減少や高齢化等の構造変化
を背景に多くの課題も抱えており、年々深刻化する人手不足、経営者の高齢化等による廃業の
増加や事業承継問題、地方の疲弊等がさらなる成長の足かせともなっております。
　さて、本年はいよいよ待望の東京オリンピック・パラリンピックが開催され、東日本大震災
からの復興とともに全国各地の魅力を全世界に発信できる絶好の機会でもあります。特に当地
においては、弘前市がオリンピックホストタウン登録により台湾・ブラジルとの交流を深めて
いるほか、大正７年に始まった観桜会が、戦時中の休会を経て今年が１００回目の開催となる
ことから、実行委員会による各種記念事業も予定されており、弘前さくらまつりのさらなる盛
り上がりが大いに期待されるところであります。
　新しい年を迎え、当商工会議所といたしましても、引き続き、「開かれた商工会議所」、「会員
のための商工会議所」、「地域のための商工会議所」を基本目標として、人口減少社会の進展に
伴う地域経済社会を維持・強化する人口減少対策に果敢に挑戦すべく、建議活動のさらなる推
進をはじめ、「御用聞き」による会員ニーズへの対応、小規模事業者に対する伴走型の支援、
将来の地域経済を担う人財の育成、地域資源を活かした商品のＰＲと販路拡大などの各種事業
を積極的に展開してまいりますので、皆様方のなお一層のご支援とご協力を賜わりますよう重
ねてお願い申し上げます。
　会員企業の益々のご繁栄と本年が皆様方にとりまして最良の年となりますことを祈念申し上
げ、年頭の挨拶といたします。
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　当所と弘前市では毎年共催により、永年勤続

優良従業員表彰式を開催しております。

（今年度は２月１４日㈮に開催）

　これは市内の事業所に永年勤務され、弘前市

の商工業の発展に尽くされた方々の労を称える

ものです。

　今回表彰されるのは、２６事業所から推薦され

た８７名の方々です。

　勤続年数３０年以上で、日本商工会議所会頭と

当所会頭との連名表彰の対象となる方が２６名

（下記名簿参照）、弘前市長と当所会頭との連名

表彰の対象となる方のうち、２０年～２９年は２６

名、１０年～１９年は３５名となっています。

　表彰されます皆様の永年の努力を称えると共

に、今後の益々のご活躍を期待いたします。

� ＜経営二課＞

勤続
年数

事　業　所　名 氏　名

31 青森県火災共済協同組合 成 田 和 朗

30 ㈱弘前公益社 渋 川 誘 二

30 ㈱佐藤長 花 田 陽 子

30 ㈱村上組 瀧　本　美喜男

30 弘果弘前中央青果㈱ 福 士 武 俊

30 弘果弘前中央青果㈱ 三 浦 　 淳

30 弘果弘前中央青果㈱ 小 野 勝 弘

30 弘果弘前中央青果㈱ 小 野 鉄 幸

30 青森県火災共済協同組合 西 谷 麻 紀

30 ㈱村上組 成 田 幸 則

30 ㈱佐藤長 吉 田 栄 子

30 ㈱弘前丸魚 加賀谷　知　子

30 ㈱弘前公益社 瀬 戸 源 城

勤続
年数

事　業　所　名 氏　名

47 ㈱越前屋漆商店 吹 田 守 通

46 ㈱マルノ建築設計 三 浦 宗 夫

42 ㈱越前屋漆商店 葛 西 麗 子

40 ㈱越前屋漆商店 三 上 豊 秋

36 ㈱越前屋漆商店 川 村 弘 美

35 弘果弘前中央青果㈱ 福 田 美 継

35 弘果弘前中央青果㈱ 齋 藤 彰 寿

35 ㈱堀江組 太 田 毅 智

35 ㈱キング 對 馬 録 孝

35 ㈲大湯石材店 小 堀 　 昇

34 ㈱マルノ建築設計 佐 藤 雄 高

31 ㈱マルノ建築設計 齊 藤 　 亮

31 ㈱マルノ建築設計 三 上 勝 幸

令和元年度会費納入のお願い

　令和元年度会費の納入はお済みでしょうか。

　まだ納入がお済みでない方はお送りして

いる振込用紙で年度内（３月３１日まで）に

ご納入いただきますようお願い申し上げます。

　お振込みの際は、振込用紙に記載されて

いる金融機関をご利用いただくと、手数料

無料でご納入いただけます。

　また、お振り込みを確認できない事業所

様へは、当所職員が直接お伺いさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。

ご入会ありがとうございました。

ただいま会員数２，３０８件（特別会員含む）

事　　業　　所　　名 代　表　者 住　　　所 営　業　内　容

ぷらす 樽 澤 憲 雄
弘前市栄町
三丁目１−２

広告等デザイン

㈱アップルクリエイションズ 清 藤 哲 夫 弘前市土手町３１
建物内外の清掃、
飲食事業等

　弘前市中心市街地活性化協議会（清藤哲夫会

長）では、２月２８日㈮に弘前れんが倉庫美術館

開館記念フォーラムを開催いたします。

　当日は、美術館の施設概要説明、基調講演、

「美術館と地域のつながり」をテーマに清藤会

頭をはじめ、青森県立美術館館長の杉本氏、中

土手町商店街振興組合理事長の平山氏、弘前芸

術創造㈱代表取締役社長の平出氏らによるパネ

ルディスカッションを行います。

　４月１１日の開館に向けて機運が高まりつつあ

る弘前れんが倉庫美術館ですが、中心市街地へ

の集客における核施設として、地域との連携を

図り、地域活性化の起爆剤となるよう、皆様と

一緒に考える機会にしたいと考えております。

◇開催概要◇

日時：令和２年２月２８日㈮

場所：ホテルニューキャッスル３階麗峰の間

時間：１５：３０～

参加費：無料※事前申込制

申込：２月２１日㈮までに下記事務局までご連絡

ください。

2020.4.11 OPEN!!

弘前れんが倉庫美術館
フォーラムを開催いたします

用について意見交換会を実施しました。意見交

換会では、何件か廃校を活用したいという話は

あるものの、耐震や消防設備の設置等が課題と

なりなかなか進んでいない現状があることが分

かりました。参加者からは「青森県内にも廃校

の利活用について事例があるので、参考にしな

がら検討したい」や「人材育成の場として活用

できないか」というような意見が出されていま

した。

　視察終了後は懇親会を開催し、皆さんで交流

を深めていました。� ＜地域・産業振興課＞

　工業部会（松嶋邦治部会長）では、１月２９日

に視察研修会を実施しました。

　今回は、弘前市内の廃校となった小学校を２

校訪問し、今後の利活用の可能性について考え

ました。弘前市内の廃校の利活用については、

弘前市への要望事項として工業部会から建議し

ている事項でもあります。

　視察研修会では、まず旧第一大成小学校へ行

き、建物の状態を外から見学しました。（※弘前

市の公文書保管場所として使用しているため、

屋内への立ち入りは不可）

　その後、弘前市岩木総合庁舎総務課立ち合い

のもと旧百沢小学校を視察しました。旧百沢小

学校は廃校になってからまだ２年ほどというこ

とで、屋内・体育館もまだ新しく、視察研修会

の参加者からは「もったいない」「なんとか活用

できればいいのだが」という声も聞かれました。

　２校の視察終了後は、弘前市岩木総合庁舎に

て旧百沢小学校を管理する総務課と弘前市教育

委員会の職員に出席していただき、廃校の利活

視 察 研 修 会 を 実 施工業部会

≪事務局≫

弘前市中心市街地活性化協議会事務局

電話３３−４１１１（弘前商工会議所地域・産業振

興課）

� ＜地域・産業振興課＞

上空からみた弘前れんが倉庫美術館の全景

©Atelier�Tsuyoshi�Tane�Architects
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第３９回：パワハラ防止法について（その１）
Q　近時、パワハラ防止法が施行されると聞き
ました。どのような法律で、いつから施行さ
れるものでしょう。弊社では何か対策をする
べきでしょうか。
A　労働施策総合推進法、通称「パワハラ防止
法」は、事業者に対して事業所内におけるパ
ワハラを防止するための措置等を義務付ける
法律で、大企業には今年の６月から、中小企
業には２０２２年４月から施行されます。
　　同法は、パワハラの定義を「職場におい
て行われる優越的な関係を背景とした、業務
上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
就業環境を害すること」とし、事業者への義

務として①パワハラの相談を受けた場合の対
応策を整えていなければならないこと②パワ
ハラの相談をした従業員を不利益に扱うこと
の禁止③パワハラについての従業員の関心・
理解の為に研修等を企業が実施すべきこと④
事業主自身もパワハラへの関心と理解を深め
て注意をはらうべきこと等が定められました。
　　次回に詳しく説明しますが、まずはそのよ
うな「パワハラ防止法」が成立して、事業者
がパワハラ防止に努めなければならないこと
が法律上も明らかとなった、ということを覚
えておいてください。

（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

◇弘前税務署からのお知らせ◇
　弘前税務署では、弘前市立観光館１階多目的
ホールで２月１７日㈪から所得税・消費税確定申
告書作成会場を開設します。
９：００～１６：００（土・日・祝�除く）
■お問合せ先
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）

◆ご相談の際にお持ちいただく主なもの
（お手元に無い場合もあります）
【チェック表】
税務署から送付された確定申告書（所得税・消費税）

税務署から送付された青色申告決算書または収支内訳書

送付された申告のお知らせハガキ

売上以外の収入のわかる源泉徴収票など

小規模企業共済等掛金払込証明書

生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書

長期損害保険料控除証明書

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書

国民年金基金の社会保険料控除証明書

国民健康保険料などの納付書（１月～１２月分）

総勘定元帳や経営管理ノートなど売上・仕入・経費の数字を
まとめたもの
控除対象となる配偶者や扶養親族がいる場合、その方の前年
中の所得額、その他がわかるもの
（住宅借入金等特別控除を受ける場合）
年末残高証明書、住宅借入金等特別控除申告書

（医療費控除がある場合）
医療費控除の明細書または個人別・支払先ごとのレシートや
領収書をまとめたもの

（税金の還付がある場合）
申告者名義の金融機関と口座番号のわかるもの

申告する方の印鑑
申告する方のマイナンバーカード、配偶者及び扶養家族の
マイナンバー
（消費税の申告で本則課税の方）売上・仕入の旧税率８％、
新税率１０％、軽減税率８％それぞれの数字をまとめたもの

◎所得税の確定申告期間
　令和２年２月１７日㈪～３月１６日㈪
◎消費税の確定申告期間
　令和２年２月１７日㈪～３月３１日㈫

◇東北税理士会弘前支部からのお知らせ◇
　２月２３日は「税理士記念日」です。それに伴
い、東北税理士会弘前支部に所属の税理士によ
る無料相談会を開催いたします。確定申告等の
ご相談がございましたら、ぜひお越しください。
◆開催日時
　令和２年２月２１日㈮　１０：００～１５：００
◆開催場所
　弘前商工会議所会館４階　４０１会議室
◆相談員
　東北税理士会弘前支部所属の税理士２名

税理士特別相談日

　税理士による税務相談を実施します。相談希
望の方は、事前にご予約ください。
◆開催日時
　令和２年３月２日㈪～３月９日㈪※土日除く
　１０：００～１６：００
◆開催場所
　弘前商工会議所会館会議室

《弘前労働基準監督署からのお知らせ》

令和２年４月１日から中小企業にも
　 時間外労働の上限規制が適用されます！
原則：月４５時間　年３６０時間
臨時的特別な事情がある場合（特例条項）
　年７２０時間以内、複数月平均８０時間以内（休日労働を含む）、
　月１００時間未満（休日労働を含む）
※時間外労働・休日労働に関する協定届の様式が変わります！

当所会報１月号「確定申告はお早めに！」の内容に一部
誤りがあったため、訂正し再度掲載いたしました。

訂正

　当所では、事業主が記帳から確定申告までの

一連の作業をご自身で行うことができるよう指

導・支援をしております。この度税務支援の一

環で所得税・消費税の確定申告についてのご相

談を下記日程でお受けします。

　なお、期間中は事前の予約が必要となります。

ご予約・お問い合わせは当所経営一課までご連

絡ください。

◆当所での相談受付期間

　令和２年２月１７日㈪～３月６日㈮

　（土・日・祝除く）１０：００～１６：００

※上記期間を過ぎた場合、当所税務相談後の税

理士による確認及び税務署への提出、e−Tax

の送信はできませんのでご注意ください。

◆場所　弘前商工会議所5階相談コーナー

　　　　（電話：３３−４１１１）

＜経営一課＞

　本年度も小規模事業者持続化補助金が政府補

正予算案に盛り込まれたことから、３月に公募

が開始される見込みとなりました。（２月頃の

国会審議による可決・成立が条件）当補助金は、

小規模事業者の持続的な発展を支援することを

目的に、販路開拓の取組等を支援するための制

度です。

　補助上限額は５０万円で補助率は２／３とな

っています。当補助金は昨年度全国の商工会議

所管内で１万５千件の応募があり、１万３千件

を超える多くの事業が採択となっております。

弘前商工会議所管内では、ホームページやリー

フレットの制作や新商品の開発、店舗改装など

１０件の事業が採択されました。

　当補助金は経営計画を策定して取り組む事業

が補助対象となっており、当所では補助金公募

に先立って、２月２６日㈬に中小企業診断士で

青森県６次産業化アドバイザーの山田貴弘さん

をお招きして、制度説明のセミナーを開催しま

す。詳細は別添開催チラシを確認し、参加を希

望される方は、チラシ裏面に必要事項を記載の

うえ、ＦＡＸにてお申し込みください。

� ＜経営二課＞

　当所では、日常、業務を行う中での困りごと、

許認可の必要性や商取引でわからないことにつ

いて行政書士による相談会を開催しております。

●開 催 日　３月１１日㈬・４月８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

●相談内容の一例

☆建設業や産業廃棄物処理業などの許認可に関

する相談

・許可取得の要件など

☆農地の売買などに関する相談

・農家同士の売買や、農地転用の要件など

☆遺言・相続・成年後見に関する相談

・遺言書の作成方法、遺産分割協議書や成年

後見に関する説明など

� ＜経営一課＞

お気軽に相談を！！
『行政書士相談会』
（旧：なんでも相談会）

補助金額５０万円！
小規模事業者持続化補助金

セミナーを開催します
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　１月１７日、ファッション甲子園２０２０ポスター

等広報物原画の審査会が当所にて行われました。

　全国の高等学校１０校から１２８点の応募があ

り、石川善朗審査員長（弘前大学教育学部美術

教育講座教授）審査の結果、最優秀賞１点、優

秀賞３点が選出されました。

　最優秀賞には副賞として、図書カード、ファ

ッション甲子園２０２０ペア招待券、ペンタブレ

ット（㈱ワコム提供）が贈られ、作品はファッ

ション甲子園２０２０の募集要項、ポスターなど

の各種広報物に使用されます。

◆最優秀賞

　神戸市立六甲アイランド高等学校

　浦野　菜々子さん

　作品名：動き出す

◆優秀賞

　岡山県立興陽高等学校

　福井　紅瑠実さん

　宇部フロンティア大学付属香川高等学校

　三好　真央さん

　青森県立弘前実業高等学校

　山谷　羽菜さん

＜最優秀賞受賞コメント＞

　「このたびは最優秀賞に選んで頂き本当にあ

りがとうございます。先生から知らせを受けた

ときはとても驚きました。

　私のファッションに対する思いをぶつけた作

品を沢山の方々に見てもらえることにとても嬉

しく感じます。

　また、作品のコンセプト「動き出す」は自分

自身をファッションで表現している時の鼓動の

高まりを力強い線や構成、心臓に見える描写で

表しています。

　ファッションに対する喜びや興奮、楽しさを

描いたので見ていただける方に共感していただ

けると嬉しいです」

＜審査員長講評＞

　「今年は応募作品の中から例年と異なる作品を

選びました。当作品は数多くの応募があった中

でも、構成・デザイン力が優れており、作品の

コンセプトがとても伝わってくるデザインでし

た。今回はその点を評価し、最優秀賞に選出し

ました。」

　ファッション甲子園は２月１日からデザイン

画の募集を開始、最終審査会は８月２３日に弘

前市民会館で開催されます。

� ＜地域・産業振興課＞

最優秀賞「動き出す」

　１２月２４日に当所６階特別会議室にて、第９

回弘前観桜会１００周年事業実行委員会を開催し、

弘前観桜会１００回記念となる今年のさくらまつ

りにおいて、当実行委員会で実施する記念事業

の概要を発表しました。

　まつり期間中に和装で来園すると有料区域の

無料チケットを配布する和装で観桜会、中心市

街地の街路灯をフラッグと桜の造花で飾るまち

なか桜装飾をはじめ、４月２９日に本丸での市民

参加型イベント、５月３日に土手町通りにて記

念パレードなど、盛りだくさんの内容となって

おります。

　また、４月２９日には吉幾三さんによる記念コ

ンサートも開催され、弘前観桜会１００回記念の

ために書き下ろしていただいた弘前観桜会百回

記念曲「百年桜」を同日全国発売し、コンサー

トでは初歌唱となります。

　当実行委員会では、１００年、１００周年とつづ

いた記念事業の集大成として弘前観桜会１００回

記念を大いに盛り上げるべく、事業を検討して

まいります。

☆記念コンサートチケット好評発売中☆

弘前観桜会１００回記念＆ＦＭアップルウェーブ

開局２０周年記念

弘前観桜会１００回記念曲「百年桜」発売記念

『吉幾三コンサート』

主催：弘前観桜会１００周年事業実行委員会

　　　アップルウェーブ株式会社

開催日：令和２年４月２９日㈬

時間：昼の部午後２時開演（午後１時３０分開場）

　　　夜の部午後６時開演（午後５時３０分開場）

会場：弘前市民会館大ホール

料金：７，７００円（税込）全席指定

　　　※当日券５００円増（前売券が完売の

　　　　場合は無し）

≪販売場所≫

弘前市民会館、弘前文化センター、さくら野弘

前店、さくら野青森店、吉幾三コレクションミ

ュージアム、ＥＬＭインフォメーション、ローソ

ンチケット（Ｌ：２２５１３）

コンサートに関するお問い合せは下記まで

弘前市民会館　電話３２−３３７４

� ＜地域・産業振興課＞

弘前観桜会１００回記念を盛大に！
「吉幾三コンサート」や「記念日パレード」

など各種記念事業を開催！！


