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　令和２年の新春を迎え、弘前商工会議所会員

の皆様には、健やかに新年を迎えられたことと

お慶び申し上げます。

　昨年は、弘前市誕生１３０周年とともに、

「令和」という時代の幕開けを迎えた歴史的な

節目にあたり、新たに策定した弘前市総合計画

に掲げる将来都市像「みんなで創り　みんなを

つなぐ　あずましいりんご色のまち」の実現に

向け、市民の皆様とともに新たな一歩を踏み出

した年であります。

　今後ますます加速する人口減少や少子高齢化

に対応するとともに、地域をより元気にするた

めにも、市民との協働による市政運営に加え、

周辺市町村との広域連携によるまちづくりを推

進しながら、市民生活を第一に考え、市民の

「くらし」を支え、市民の「いのち」を大切に

し、次の時代を託す「ひと」を育てるための各

種施策を展開してまいりたいと考えております。

　弘前公園でのさくらまつりも、今年で１００

回という大きな節目を迎えます。先人たちが築

き、そして残してくれた大切な財産と風景をこ

れからも守り続け、自然豊かで歴史と文化が薫

るまち「弘前」を、次の時代を担う子どもたち

に胸を張って引き継いでいけるよう日々邁進し

てまいりますので、皆様のより一層のご支援と

ご協力をお願い申し上げます。

　結びに、本年が輝かしい年となりますことを

心からお祈り申し上げまして、新年のあいさつ

といたします。

　令和２年の輝かしい新春を迎え、謹んでお慶

び申し上げます。

　昨年１１月の臨時議員総会において、議員各

位のご同意を得て会頭に再任され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、引き続き地域経済の振興発展のため、最

善の努力を尽くしていく覚悟でありますので、

皆様方の倍旧のご支援をお願い申し上げます。

　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。

　こうした中、当商工会議所では、新たに策定

した基本方針（２面参照）に基づき、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、各種事業

を積極的に展開してまいります。あわせて、重

要事項の調査研究のための常設委員会のさらな

る効率化と機能的な運営を図っていくとともに、

業種別の部会についても、それぞれの自主性を

発揮しての業界の振興と部会員相互の親睦がよ

り一層図られるよう努めてまいります。また、

会議所活動の根幹である意見活動をはじめ、中

心市街地の活性化、多様な雇用対策、企業の情

報発信強化などの各種事業の実施にあたって

は、弘前市や関係機関とのさらなる連携強化に

努めるとともに、商工会議所活動の見える化に

よる会員・市民皆様からの理解と協力を得なが

らの積極的な推進を図ってまいります。

　さて、昨年は、弘前市誕生１３０周年とともに、

「令和」時代の幕が開き、消費税率引き上げや

働き方改革関連法が施行される一方、台風等の

自然災害による被害も広範囲かつ甚大なものと

なりました。りんご生産等の当地への被害は免

れたものの、いまだ影響の残る被災地の皆様方

に対しまして改めてお見舞いを申し上げます。

　新しい年を迎え、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る台湾・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、終戦前後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。

　当商工会議所といたしましても、今後とも弘

前市をはじめ関係機関との連携を密にしなが

ら、地域総合経済団体として豊かな地域づくり

に邁進していく所存でありますので、皆様方の

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。

　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、年頭のご挨拶といたし

ます。

・弘前商工会議所
基本方針について

……２面

年頭のご挨拶

「人口減少対策に果敢に挑戦」

会頭　清藤　哲夫
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鈴木順三常議員ご逝去

１３年１１月からは常議員として現在まで９期

２２年間にわたり会議所活動にご尽力いただき

ました。この間、情報・教育文化部会長、総務

企画委員長等を務めたほか、青年部活動にも尽

力され、平成１３年の当所青年部会長就任をは

じめ東北ブロック会長、全国の副会長などの要

職を歴任されるなど地域経済の振興に多大なる

貢献をされました。また、弘前青年会議所理事

長、弘前ロータリークラブ会長として社会奉仕

活動にも積極的に参画されるなど多方面での活

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。

　当所常議員の鈴木順三氏

（㈱エスケイケイ総合研究所

代表取締役）が１２月１１日

にご逝去されました。行年

６４歳。鈴木氏は平成９年４

月に当所議員に就任、平成

事　　業　　所　　名 代　表　者 住　　　　　　所 営　業　内　容

旬の味　喜桜 白 戸 公 規 弘前市土手町２４−１０ ２階 居酒屋

ハシモトベーカリー 橋 本 佳 賢 弘前市城東中央四丁目１３−４ パンの製造・販売

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，３１０件（特別会員含む）

　１２月７日、弘前市民会館において「Ｔｈｅ津軽

三味線２０１９」が開催されました。

　今年も奏者３００人による津軽三味線大合奏を

メインに、津軽節掛合いや津軽と南部の踊り比

べ、ライスボールのスペシャルライブと三味線

コラボなど多彩なプログラムにより、本場なら

ではの迫力と感動のステージとなりました。

　今年の来場者数は５つの団体ツアーを含め昼

の部、夜の部合わせて約１，４００人となり、大い

に賑わいを見せました。� ＜経営一課＞

弘前商工会議所基本方針
[令和元年１１月～令和４年１０月]

《基本目標》
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

《基本方針》
～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～

　当商工会議所は人口減少社会の進展に伴う地域経済の維持・強化に向け、「弘前商工会議所未来創生ビジ

ョン」に基づく活動を柱に各種事業を積極的に展開してまいります。また、各種事業の実施にあたっては、

弘前市・関係機関とのさらなる連携強化に努めるとともに、商工会議所活動の見える化による会員・市民

の理解と協力を得ながら積極的に推進してまいります。

《活動指針》
１　商工会議所活動の根幹である建議活動のさらなる推進に取り組みます
　　地域総合経済団体である商工会議所の総意として、行政に対する建議活動を推進し、豊かな地域づく

りを目指してまいります。

２　会員企業の経営課題の解決と会員ニーズに即した事業に取り組みます
　　「御用聞き」による会員訪問活動は、人手不足や事業承継問題をはじめとする会員企業が抱える経営

課題と会員ニーズの把握に繫がったことから、今後も継続実施して会議所事業に反映させてまいります。

３　小規模事業者に対する伴走型の支援に取り組みます
　　平成３１年３月に国から認定を受けた弘前商工会議所経営発達支援計画に基づき、中小企業相談所では、

小規模事業者の皆様を対象に、経営分析及び事業計画を策定して販路や需要開拓することで売上や利益

の向上に努めるなど、継続的な個社（者）支援を行います。

４　将来の地域経済を担う人材の育成に取り組みます
　　小規模事業者、中小企業を取り巻く経済環境が大きく変化してきているなか、経営者、後継者、幹部

社員の資質向上を目的に各種事業を展開し、地域経済を牽引する人材の育成に取り組みます。

５　地域資源を活かした地域商品のＰＲと販路拡大に取り組みます
　　弘前市が設立を目指しているＤＭＯ（観光による地域づくりの舵取り役）では地域資源の幅広い活用、関連

機関との連携が必須とされており、地域の観光と産業の関係者が主体的に参画した体制構築が求められてい

ます。今後、関係機関との合意のもと、ＤＭＯとＤＭＣ（実働部隊）の役割・機能を明確にし、「ブランドセン

ター構想」の位置付け、具体的な展開を検討し、ビジネスモデルの構築を目指してまいります。

以上　
　創業希望者、創業間もない方、地域を応援し

たい方向けの勉強会と交流会を開催します。詳

細は下記までお問い合わせください。

日時：令和２年２月６日㈭　１７：３０～

場所：ヒロロ４階弘前市民文化交流館ホール

内容：①クラウド勉強会

　　　②地域クラウド交流®

※地域クラウド交流会…顔の見えるビジネス
マッチングの機会と、弘前で起業する起業家
の方をクラウドシステムを使い応援する交流
会型のイベントです。

参加費：②のみ１，０００円

お問い合わせ：みちのく銀行地域創生部創業

　　　　　　　支援室

ＴＥＬ：０１７−７７４−１２５２

お申し込み：不要です。直接会場にお越しくだ

　　　　　　さい。

� ＜経営二課＞

参加申込不要です！

【第１回地域クラウド交流会開催のお知らせ】

〈１０月は八戸で開催しました〉



企業法務ＴＯＤＡＹ　〜知っててよかった法律知識〜

3令和２年１月１５日第750号

弘前かいぎしょ TODAY

◆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㈫
◆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・お問い合わせ
　弘前商工会議所５階相談コーナー（電話：３３−４１１１）

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（予定）
　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

◇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２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
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）

　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

職歴・経験等
希望月収（万）
希望勤務地

１
職場で使える
パソコン基礎科
４か月

Word３級、
Excel３級

販売員
� ２１年１０か月

２０
弘前市

２
パソコン基礎科１

３か月
Excel３級 幼稚園教諭� ２９年

１０
弘前市

３
介護実務者研修科１

６か月
介護職員実務者研
修修了

施設管理� １０年
１０
弘前市

４
宅建・ＦＰ養成科

６か月
ホール・厨房係
� ３年７か月

２０
弘前市

５
パソコン経理科
６か月

Word２級、
Excel２級

営業事務員
� ２７年１１か月

１８
弘前市

６
パソコン経理科
６か月

Word２級、
Excel２級、
日商簿記３級

営業事務員� ２８年
１４
弘前市

７
パソコン経理科
６か月

Excel２級、
全商簿記２級

介護職� ９年７か月
一般事務� ７年

１５
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。

　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　２月１２日㈬・３月１１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！！
『行政書士相談日』
（旧：なんでも相談会）

本年４月より中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用になります！！
　青森県内においては、全国を上回るスピードで少子高齢化が進行し、若者の県外流出もあり、働き手の減
少により、多くの業界で人材不足が拡大しています。企業やお店は魅力ある職場づくりをして、人材の確
保・定着に取り組み、業績の向上、利益増加といった好循環をつくることを目的として、政府では２０１８年６
月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（働き方改革関連法）を成立させました。
　働き方改革関連法では、既に２０１９年４月から全ての企業や事業所において、年１０日以上の年次有給休暇
が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち５日については、使用者が時季を指定して取得さ
せることが義務付けられています。（年５日の年次有給休暇の確実な取得）
　また、２０１９年４月から大企業に対して施行されている時間外労働の上限規制が
２０２０年４月からは中小企業も適用となります。

【時間外労働の上限規制のポイント】
※大前提として、時間外労働・休日労働をさせるためには、３６協定の締結が必要です。
①時間外労働（休日労働を含まず）の上限は、原則として、月４５時間・年３６０時間となり、
臨時的な特別な事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
②臨時的な特別な事情があって労使が協定する場合でも、
　・時間外労働…年７２０時間以内
　・時間外労働＋休日労働…月１００時間未満、２～６か月平均８０時間以内とする必要があります。
③原則である月４５時間を超えることができるのは、年６か月までです。
④法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。

　その他、２０２０年４月から（中小企業は２０２１年４月から）は同一企業内における正規・非正規の間の不合
理な待遇差の解消、即ち雇用形態に関わらない公正な待遇差の確保が義務付けられます。（同一労働同一賃金）
　政府では働き方改革を推進するために、各県に無料相談所を設けています。来所はもちろん、電話、ＦＡＸ、
メールにより相談を受け付けますし、ご希望に応じて専門家が直接企業に訪問しますので、お気軽にご連絡
ください。

問合せや相談はこちらまで…
＜青森県働き方改革推進支援センター＞
電　話：０８００−８００−１８３０（フリーダイヤル）
ＦＡＸ：０１７−７５２−８６８３
メール：aohatarakikata@triton.ocn.ne.jp
住　所：青森市青柳２−２−６
　　　　（一社）青森県労働基準協会内
受付時間：９：００～１７：００（土日祝日を除く）
� ＜経営一課・二課＞

《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。

◆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

� ＜経営一課＞

第３８回：裁判所からの通知にご用心！？
Q　弊社宛に、「東京簡易裁判所」と記載が

ある封筒が普通郵便で届きましたが、本当
に裁判所からの通知でしょうか。

A　 近時、実在する裁判所の名前を騙った架
空請求・振り込め詐欺が発生しています。
見分け方ですが、本当の裁判所からの通知
は、訴状などの重要書類は「特別送達」と
いって特別な郵送方法で届きます（書留に
近いです）。内容的には、偽物は「財産を
差押える」「急いで連絡するように」といっ
た不安を煽る文言が記載されていますが、
本物はそのようなことは記載されません。

　　また、慌てて書類記載の電話番号にかけ
るのではなく、裁判所のホームページや電
話帳・番号案内（１０４）等で本物の番号
を確認してそこにかけ、本当に訴えられて
いるかの確認をします。偽物の場合は、放
置して構いません。ただし、本物の通知で
あれば対処する必要がありますので、落ち
着いて真偽を見分けることが大事です。

　　判断が困難な場合は、最寄りの警察、消
費者センター、弁護士、司法書士などの専
門家に相談しましょう。

（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）
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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・観光・地場
産業・経済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。

弘前工芸協会

選考理由

　同協会は１９６９年７月１２日に横島直道氏（初代理

事長・弘前こぎん研究所所長）を始めとする３０名余

りの有志により「工芸的土壌の豊かな地域で工芸に

関わる多様な人々が連携し、地域の産業・文化を支

える工芸の在り方を探り、その発展と向上のための

活動を実践する団体」として設立され、令和元年で

創立５０周年を迎えた。（現会員数：７３名）

　弘前消防署庁舎玄関の壁面装飾を始め、弘前駅自

由通路壁面オブジェ、弘前市庁舎市長室の間仕切り壁、

リニューアルした弘前市民会館の受付カウンター・

演題・扉の取っ手など、協会が依頼を受けたものは

多く、弘前市の伝統文化・産業の振興に寄与する多

くの活動を長きに亘り継続してきた。

大　　賞

〈１階正面玄関ではりんごの試食に大勢の人が訪れました〉

〈６階子供服売場ではたか丸くんもりんごのＰＲをしてくれました〉

〈地下２階りんごフェア販売の様子〉

〈弘前工芸協会員一同〉〈函館で開催された津軽のクラフト展の様子〉

〈地下２階りんごフェア売場〉

〈地下２階弘前ＰＲコーナー〉

　この度は、第１９回街づくり大賞という名誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。

　当協会は先人が築き上げてきた伝統文化や工芸品を長きに亘り普及・啓発してまいりました。令和

元年は当協会が設立されてから５０周年という記念すべき節目の年でもありましたので、今回の受賞

は協会員一同感謝を申し上げる次第でございます。

　今後も、今以上に弘前市の伝統工芸を普及するべく尽力してまいりますので、皆様のお力添えの程

何卒よろしくお願い申し上げます。

　この度は誠にありがとうございました。� （弘前工芸協会理事長　武田　孝三）

受賞コメント

　１２月７日～８日、髙島屋横浜店において、

伴走型小規模事業者支援推進事業～ひろさきり

んごフェア～を実施しました。

　当日は珍しいりんご大集合と銘打って、「こ

うとく」「こうこう」「はるか」「星の金貨」「金

星」「きみと」や果肉の赤いりんご等を販売・

試食紹介しました。特に蜜入りりんごを輪切り

にして試食提供したものは珍しさもあり多くの

お客さんの注目を浴びておりました。６階の子

供服売場、１階正面玄関では、「たか丸くん」

と一緒に、果肉の赤いりんごのＰＲを行い、あ

っという間に試食が終了してしまうほどの反響

がありました。

　また、地下２階生鮮売場を訪れたお客さんの

中には「毎年弘前のりんごをお歳暮で頼んでい

た。今回横浜で珍しいりんごを見られてとても

嬉しい、出来れば今後も定期的にりんごフェア

を開催して欲しい。」という意見を生産者と交

わしている場面もあり、非常に大盛況な２日間

となりました。

　今回の「ひろさきりんごフェア」では、大都

市圏にあまり出回っていない品種を紹介し、今

後旬な時期にそれぞれの品種を展開する販路開

拓を目指すために実施したところ、予想を上回

る反応が多くあったため次年度以降も市場導入

に向けて検討してまいります。

＜髙島屋横浜店～ひろさきりんごフェア～＞

～伴走型小規模事業者支援推進事業とは～
　平成３１年３月に認定を受けた当所経営発達支援計画に基づき、商工会議所の役割として、小規模事業者に対し従来の記帳指導・
税務指導に加え、個社の経営戦略に踏み込んだ伴走型支援を実施する制度です。


