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追　悼

　このたび突然のご逝去の報に接し、驚きと悲

しみでいっぱいです。

　清藤会頭は、会頭歴４年、副会頭歴１８年を

含む１２期３２年間の長きにわたり、当所役員議

員としてご尽力をいただきました。

　ここに深く、深く感謝申し上げますとともに

そのご功績に対し、敬意を表します。

　特に、会頭就任後は、全職員が会員のもとに

足を運んで経営上の困りごとを解決に導く『御

用聞き活動』を実施、事業者に寄り添い、生の

声に耳を傾けながら支援事業に反映させ、時に

は行政に自ら足を運んで要望を行うなど、地域

の経済のために尽くしてこられました。

　今後は、清藤会頭の掲げられた「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」の基本目標に向かって、

厳しい経済情勢のなか、地域経済の振興発展の

ために役職員一丸となってなお一層取り組んで

ゆくことをお誓い申し上げ、心よりご冥福をお

祈りいたします。

弘前商工会議所 　

役職員一同

　　・『当所議員年賀紙上

　　　名刺交換』は休載と

　　　させていただきます。

お知らせ

つりにおいては実行委員会会長として記念パレ

ードや花火の打ち上げなど各種記念行事を実施

いたしました。

　また、商工会議所活動はもとより、副会頭在

任中の平成１８年から弘前観光コンベンション

協会会長を１０年間務めたほか、青森県観光連

盟副理事長、全日本葬祭業協同組合連合会副会

長、青森県葬祭事業協同組合理事長、日本コミ

ュニティ放送協会監事、アップルウェーブ㈱代

表取締役のほか数多くの要職を歴任され幅広い

分野でご活躍をされました。

　ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

　当所会頭の清藤哲夫氏（㈱弘前公益社代表取

締役社長）が昨年１２月２６日にご逝去されま

した。行年７２歳。清藤氏は昭和６３年４月に

推されて当所議員に就任、平成６年４月から常

議員を２期、平成１０年１１月から副会頭を６

期務めたあと、平成２８年１１月に会頭に就任

され、３２年間の長きにわたり当所役員議員と

してご活躍されました。

　会頭就任時には、「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」を基本目標に掲げ、部会・委員会活動を中

心とした会員による会員のための会議所運営を

目指して各種事業を展開。特に建議活動の強化

をはじめ、全職員が会員事業所に足を運んで生

の声をお聞きする「御用聞き」活動や人口減少

社会における若者の地元定着や将来の地域経済

を担う人財の育成、弘前ブランドセンター構想

による地場産業の振興などに心血を注ぐなど地

域経済の振興に多大なる貢献をされました。

シードルの本場フランス・ブーブロン村での会談
（２０１８．１月）

弘前観桜会１００周年記念パレード
（２０１８．５月）

「津軽の食と産業まつり」開会に臨んで
（２０１９．１０月）

弘前市に対して積極的に建議活動を展開
（２０２０．２月）

第４３代会頭に就任
（２０１６．１１月）

「ねぷたまつり」で主催者を代表して挨拶
（２０１７．８月）

清藤会頭のご功績を偲んで

　あわせて、平成２９年

には当所創立１１０周年

の節目として記念式典並

びに記念事業を行うとと

もに、大正７年の第１回

観桜会から数えて１００

回目となる弘前さくらま
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　弘前市との共催により、昨

年１１月２３日に開催した「飲

食店のための新型コロナウイ

ルス感染予防研修会」の模様

がＹｏｕＴｕｂｅにて動画配信

されています。

　当研修会は新たなクラスタ

ーの発生防止と市民が安心し

て飲食店を利用できるような

環境づくりを目的として開催

しました。当日参加できなか

った飲食店関係者も多かった

ので、動画配信しています。弘前市のホームページからも閲覧できるように

なっており、動画視聴後、アンケートに回答することで、「修了証」と「ステ

ッカー」が発行されます。

　お客様に安心してお店を利用していただくための重要な研修ですので、飲

食店関係者の方は、是非とも受講してください。

【お問い合せ】

弘前市商工部商工労政課　℡３５−１１３５� ＜中小企業相談所＞

〜YouTube配信中〜

「飲食店のための新型コロナウイルス感染予防対策研修会」

簿記検定試験（２級・３級）に
ネット試験方式が追加されました！
　日本商工会議所主催の簿記検定試験は２月、

６月、１１月の年３回、紙による統一試験を実

施しておりますが、このたび随時実施のネット

試験方式（２級・３級）が追加されましたので

お知らせいたします。

　各自のご都合に合わせた受験が可能となりま

すので、ぜひご利用ください。

　なお、紙による統一試験もこれまで通り実施

いたします。

試験概要

出題形式　２級選択式＋記述式５問以内９０分

　　　　　３級選択式＋記述式３問以内６０分

申込日程・方法

　　　　　随時（インターネット受付のみ）

　　　　　申込日より３日目以降の予約が可能。

実施日程　随時

会　　場　各地テストセンターにて実施。

　　　　　※青森県は青森市の「青森新町テス

　　　　　　トセンター」１か所

受 験 票　受験票の発行はありません。予約完

　　　　　了時の確認メールに日程、会場、注

　　　　　意事項等が明記されます。

合格基準　７０点以上（２級・３級共通）

結果発表　即時判定、合格者はデジタル合格証

　　　　　が取得できます。

受 験 料　２級４，７２０円、３級２，８５０円

　　　　　※別途事務手数料５５０円が発生し

　　　　　ます。

支払方法　クレジットカード、コンビニエンス

　　　　　ストア、ＰＡＹ−ＥＡＳＹ

　申込、テストセンターの空席照会、その他詳

細につきましては、下記ＨＰをご覧ください。

https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html

� ＜経営二課＞

事　　業　　所　　名 代　表　者 住　　　　　　所 営　業　内　容

（個人での登録） 小 林 　 力 弘前市西城北一丁目３−３９ 遊漁船

兔蛇 赤石奈美子 弘前市新鍛冶町８８−２ リュウセイビル２０３号 Ｂａｒ

むらさわ 村 上 　 淳 弘前市駅前町１５−１２ 日本料理・会席料理

㈱プライム保険サポート 清 藤 泰 秀 弘前市品川町６２−１−１０１ 保険代理業

（個人での登録） 小 野 　 渉 弘前市三世寺色吉３１６−１ 損害保険業

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，３１９件（特別会員含む）

第５０回：年末年始に多発するトラブルについて
Q　事業者として、年末年始に注意すべきこ
とはありますか。
A　年末年始は雪道運転となる上、帰省・旅
行等で人が増え、お酒を飲む機会も増えま
すので、飲酒運転や交通事故、けんか等の
トラブルが増えます。けんか等で相手に怪
我を負わせた場合や悪質な交通違反の場合
には、逮捕等の身柄拘束をされる場合もあ
ります。年末年始は法律事務所が休みです
ので、経営者や従業員が身柄拘束されたよ
うな場合に備えて、従業員やその家族との
連絡はもちろんのこと、顧問弁護士といつ
でも連絡が取れるようにしておくべきです。
また、事故等が発生した場合には加入して
いる自動車保険にすぐに連絡してくださ
い。事件・事故問わず、何らかのトラブル
の被害者になったような場合にも、警察へ
の届出、顧問弁護士や保険会社等への連絡
を速やかにしてください。事件事故等発生
から時間が経ってしまうと、本来できるこ
ともできなくなってしまう場合があります。
　　長期間不在となる事業所等を狙って空き
巣が入ることもあります。防犯カメラ、鍵
等の防犯対策を今一度確認しましょう。
　　日付が変わる時に、システム障害が起き
ることもあります。仕事始めに仕事ができ
ない事態とならないためにもシステムの事
前の確認・対策を取りましょう。
（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

　当所の令和３年新春祝賀会の開催につきまし

ては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から当初予定の１月４日の開催を見送り、感染

状況の推移を見ながら、延期開催もしくは代替

事業の実施の検討をしてまいりました。

　しかしながら現状を鑑みますと依然として厳

しい状況にありますことから、このたび中止の

決定に至りましたので、ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。

新春祝賀会中止のお知らせ

　現在、ハローワークで求職中の方々の情報で

す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー

ク弘前・紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ

せください。

受講訓練
受講期間

免許・資格・
専門知識・技術等

希望勤務地

１
パソコン基礎２
４ケ月

Mos�Wordスペシャリスト

弘前市、南津軽郡藤崎
町、北津軽郡板柳町、北
津軽郡鶴田町、五所川
原市

２
パソコン基礎２
４ケ月

情報処理検定１級
危険物取扱者（乙種）
Mos�Wordスペシャリスト

弘前市

３
パソコン基礎２
４ケ月

８トン限定中型自動車免許
Excel表計算処理技能認定
試験３級
Word文書処理技能認定試
験３級

弘前市

４
公共：

宅建・ＦＰ養成科
６ケ月

基本情報技術者
宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引主任者）

弘前市

５
公共：

宅建・ＦＰ養成科
６ケ月

日商簿記２級
ビジネス実務法務検定
（旧：宅地建物取引主任者）

弘前市

※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。



１．２１％（１２月１日現在）

新型コロナウイルス感染症

の影響を受けた事業者向け

の別枠制度がございます。

詳しくはお問い合わせくだ

さい。

ＴＥＬ３３−４１１１

� ＜経営二課＞
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◆所得税の確定申告期間

　令和３年２月１６日㈫～３月１５日㈪

◆消費税の確定申告期間

　令和３年２月１６日㈫～３月３１日㈬

◆当所での相談対応時間

　上記期間（土・日・祝除く）の１０：００～１６：００

　※ただし最終日はいずれも１２：００まで

◆場所

　弘前商工会議所５階相談コーナー

◆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・仕入の税率１０％、軽減税率８％それぞれの数字をまと
めたもの

（コロナウイルス関連の事業者向け給付金・補助金等を受けた方）
給付金・補助金等の決定通知書または振込通知書

　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、期間中は事前に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。

税理士特別相談日

　税理士による税務相談をお受けします。ご希
望の方は事前に予約が必要です。
◆相談日時（予定）
　令和３年２月２５日㈭・３月３日㈬・３月９日㈫
　・３月１２日㈮　１０：００～１６：００
◆場所
　弘前商工会議所会館会議室

◆当所税務相談、税理士特別相談日についての、ご
　予約・お問い合せは当所経営一課まで。　
　℡３３−４１１１
� ＜経営一課＞
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◇東北税理士会弘前支部からのお知らせ◇

　２月２２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３年２月２２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
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◇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
で所得税・消費税確定申告書作成会場を開設します。
日時：２月１日㈪～３月１５日㈪
　　　９：００～１６：００（土・日・祝除く）
※今年は、来場者による密を避けるため、例年より
日程を前倒しして開設いたします。また、会場では
入場整理券を発行し入場制限（５０名程度）を行いま
す。ご不便をおかけしますがご協力をお願いいたし
ます。なお、入場整理券はオンラインによる事前発
行も可能です。詳しくは、弘前税務署までお問い合
わせください。
■お問い合せ先
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）

【軽減対象】

（１）事業用家屋に対する固定資産税及び都市計

画税

個人の所有する居住用の家屋は対象外。住

居用が一体となっている家屋については、

事業専用割合に応じた部分が軽減の対象。

令和３年１月１日時点で所有している事業

用家屋が軽減対象。

（２）償却資産に対する固定資産税

【軽減割合】

　令和２年２月から１０月までの任意の連続する

３ケ月間の事業収入の合計が前年の同期間と比

べて、３０％以上５０％未満減少している場合は

２分の１、５０％以上減少している場合は全額。

【申告方法】

（１）弘前市ホームページより申告書をダウンロ
ード、必要事項を記入し、必要書類を添付
する

↓

（２）提出書類を認定支援機関等に提出し、要件
を満たしていることの認定を受ける

↓

（３）認定を受けた書類を市資産税課に提出（原
則郵送）

【認定支援機関等について】

　公認会計士や税理士の他、団体中央会、商工

会議所、商工会が認定支援機関となっています。

公認会計士や税理士は認定支援機関に登録され

ていなくても、本件の書類確認ができることと

なっています。

【注意事項】

（１）当所での認定は、書類提出後２～３日要し

ます。お早めに提出してください。

（２）弘前市への申告書提出期限は令和３年２月

１日（郵送の場合は当日消印有効）となっ

ており、期限を過ぎると軽減措置を受ける

ことができなくなります。

【お問い合せ先】

弘前市財務部資産税課

　（本特例全般・償却資産に関すること）

　　　資産税係　℡４０−７０２７

　（家屋に関すること）

　　　家屋係　℡４０−７０２９

� ＜中小企業相談所＞

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の
固定資産税・都市計画税の軽減措置について
　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入
が減少している中小企業者や小規模事業者の皆
様は、令和３年度の固定資産税及び都市計画税
が軽減されます。概要は次のとおりです。

締切が迫っています！！

●開 催 日　令和３年２月１０日㈬・３月１０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

（ご予約は℡３３−４１１１経営一課まで）

� ＜経営一課＞

お気軽に相談を！！『行政書士相談日』
　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。
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■対象期間

　令和３年１月１日㈮～１月３１日㈰

■内　　容

　対象期間内に弘前商業連合会に所属する店舗

（商店街振興組合等、町会、商業施設、企業）

で２，０００円以上のお買い上げ又は飲食・サービ

スを受けた方に、各店舗で使えるお買物券やお

食事券、その他豪華景品などが２３５名様に当選

いたします。

　お申し込みは参加店舗でのお買い物・お食事

等をされた２，０００円以上のレシート（合算不可）

を応募台紙に貼り付け、お名前・ご住所・ご連

絡先電話番号を記載し、封筒で下記宛先まで郵

送、持参して下さい。

・宛先（お問い合わせ先）

　住所：〒０３６−８５６７　弘前市上鞘師町１８−１

　弘前商工会議所内弘前商業連合会事務局宛て

　ＴＥＬ：３３−４１１１　ＦＡＸ：３５−１８７７

※レシートの日付は１月１日～１月３１日までの

　ものに限ります。

※郵送料は応募者負担となります

■応募期間

郵　送：令和３年１月１日㈮～

　　　　２月３日㈬まで　※消印有効

持　参：令和３年１月４日㈪～２月５日㈮まで

　　　　※土日祝日除く平日９：００～１７：００

■応募方法・参加店舗

　応募方法の詳細や参加店舗一覧は下記ＵＲＬ

よりご覧いただけます。

URL：http://www.applewave.co.jp/syoren

■当選発表

　厳正な抽選のうえ、商品の発送をもってかえ

させていただきます。なお商品発送は２月上旬

以降の予定です。

■主　　催：弘前商業連合会

� ＜弘前商業連合会事務局＞

会期　令和３年２月１０日㈬～１４日㈰

時間　２月１０日㈬　午後５時～午後９時

　　　※午後５時～オープニングセレモニーを

　　　　開催

　　　２月１１日㈭～１３日㈯

　　　午前９時～午後９時

　　　２月１４日㈰　午前９時～午後８時

場所　弘前公園（国指定史跡「弘前城跡」）

　今年も弘前公園を会場に「第４５回弘前城雪

燈籠まつり」を開催します。

※新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上

で開催いたしますので、ご理解とご協力をお願

いいたします。

　今回は昨年度に引き続き、好評をいただいて

いる「津軽錦絵大回廊」、「弘前雪明り」、大雪像

への「３Ｄプロジェクションマッピング」など

を行うほか、新たな企画を取り入れパワーアッ

プしての開催となります！

○りんご箱×キャンドルアート作品の展示

　北の郭での、津軽地区で活躍する「YOAKEno

AKARI」によるキャンドルのアート演出。新

たな写真映えスポットに。

○スカイランタン体験

　２月１０日・１２日・１３日の３日間、レク

リエーション広場にてＬＥＤ照明を使用したス

カイランタン打ち上げ体験を実施。幻想的な世

界をお楽しみいただけます。

※１日１５０組限定・事前予約制となりますの

でご了承ください。強風・荒天の場合は中止と

☆弘前商業連合会お年玉キャンペーン大抽選会開催☆

させていただく場合があります。

○地酒ＢＡＲ

　四の丸での市内の地酒

　（日本酒・シードルなど）の販売。

○園内ライトアップの拡充など

※本年は、花火の打ち上げは実施いたしません。

【お問い合わせ】

弘前市観光課　ＴＥＬ：４０−０２３６ 〈津軽錦絵大回廊〉

〈ミニカマクラ群〉


