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当所では、弘南鉄道大鰐線の廃止問題について、去る７月２３日開催
の常議員会において、今後の振興策を検討するための協議会の早期設置
などを求める建議書の提出を機関決定し、７月３１日に当所永澤会頭が
弘前市役所を訪ね、葛西市長に建議書を提出いたしました。
今回の建議では、通勤通学にとって、また買い物客等にとって中心市
街地を訪れるための重要な交通機関であることや、中心市街地活性化、
コンパクトシティ構想においても中核的な施設であることから、その存
続のための協議会の設置を求めたものとなっております。更に協議会の
設置については、当所としても積極的に参画し、商工会議所としてその
機能を最大限に生かして支援を行なうことも盛り込まれています。
建議書の提出にあたり永澤会頭は「存続に向けた近隣町村を含めた活
性化を図ることが重要であり、沿線の住民と行政、経済界が一丸となっ
ていかなくてはならない」として、協議会の設置を強く求め、葛西市長も
「市民に関心を持ってもらうとともに、利用者のニーズを掘り起こすこ
とに焦点を当てた協議会を協力して作って行きたい」と応えました。
＜総務財政課＞

「ヤーヤドー！」掛け声とともに、夏の夜空に浮かび上がる勇壮、華
麗な弘前ねぷた。
津軽の夏の風物詩、弘前ねぷたまつりが８月１日に開幕し、一週間にわ
たって観衆を熱狂の渦に巻き込みました。最終日には「なぬか日送り」
と題してねぷたを燃やし、フィナーレとなりました。
今年は８１団体が出陣。太鼓や笛の祭り囃子にのって連日沿道の観衆
を魅了しました。
また、７月２８日には本番に先駆けて、市内の園児らによる「ちびっ
こねぷたのお通りだい」が開催され、元気いっぱいの運行でまつりムー
ドを盛り上げていました。

＜まちそだて課＞

写真提供：陸奥新報社
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去る７月５日、岩手県盛岡市の盛岡市民文

リードする」、「交流人口増加に向けた施策の

化ホール「マリオス」を主会場に「平成２５

充実を図る」、「地域経済の循環の復活には観

年度全国商工会議所観光振興大会２０１３ in い

光が最も端的である」など東京大学副学長西

㈱青森銀行弘前支店

わて」が開催され、１，
０００名を超える全国の

村幸夫氏をはじめ４名のパネリストによる熱

取締役

商工会議所役職員が参加し、当所からは前田

心な討論が交わされました。

（順不同・敬称略）

弘前地区統括

川村

明裕

副会頭をはじめとする１０名が参加しました。

続いて行われた岩手県立大学の学生による

この大会は、各地域における観光施策に対

「復興 girls&boys」の発表では、
「今、私たちに

する意識改革を促し、ホスピタリティ（歓待

できること」と題して被災した企業の PR 活動

東日本電信電話㈱弘前支店

の精神）を向上させ、まちづくり運動の一環

や奇跡の一本松で知られる高田松原の松を使

支

としての観光振興を継続的に推進していくこ

用した企業との商品開発等が紹介されました。

とを目的に、平成１６年度から全国各地で開催

また「平成２５年度全国商工会議所きらり

されており、本年で１０回目の開催となります。

店

長

会津

義忠

輝き観光振興大賞」の授賞式では、青森商工

メインとして「震災復興において観光が果

会議所が同賞を受賞しました。

㈱山

たす役割」、「大震災が発生した時の観光客の

最後に次回の大会開催地である別府商工会

安全確保」といった震災復興をテーマとして

議所並びに大分県商工会議所連合会が意気込

パネルディスカッションが行われました。そ

みとともに挨拶し、閉会となりました。

の中で観光の重要性について「観光は復興を

武

代表取締役社長

松山

康博

＜総務財政課＞
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希望
職種

希望
住所
月収

外科患者の術前後
の看護全般 ３年
外来診療介助４年
内科病棟の看護全
般
１年

して、その愛と絆を描

自動車
１８ 弘前市 板金塗装
整備士

営業

１５ 弘前市

１年

高卒
普通運転免許 弘前市近郊
自動車整備士
（シャシ・ガソリン／３級） ８時半〜
ガス溶接
１８時半
アーク溶接
危険物取扱（丙種）

ＩＴ関係営業
高卒
弘前市内
３ヶ月
普通運転免許 ９時〜
建設関係営業
調理師
１８時
１６年

建設・
運送関係
５ 建築の １３ 弘前市
製造関係
現場

中卒
弘前市近郊
２ヶ月 普通運転免許
７時〜
３年 大型特殊
１７時
車両系（整地）

高卒
弘前近郊
和菓子配達・販売 普通運転免許
６ 販売員 １４ 弘前市
８時半〜
１４年 簿記２級
１７時半
販売士３級
高卒
弘前市内
販売及び店長業務
普通運転免許
９時〜
７ 小売業 ２０ 弘前市（ドラッグストア）
防火管理者
１８時
５年
登録販売者

当所主催イベントへの
ご協賛ありがとうございます
当所実施の「ファッション甲子園２０１３」、
「ひ

８

ろさきりんごハロウィン」「２０１３津軽の食と
津軽三味線」にご協賛い

配送

高卒
弘前・平
トラック
（２t・４t）普通運転免許
１５ 平川市
川・黒石
で配送
１８年 大型（二種）
時間不問
フォークリフト

りがとうございました。
【協賛企業・個人協賛のご氏名】

１０ 営業

（順不同・敬称略）
三上設計㈲、フラワー観光㈱、ベストウェスタ

ンホテルニューシティ弘前、㈱みちのく銀行、

第６６回カンヌ国際映
画祭審査員賞受賞作！
当所恒例となった弘
前商工会議所共済制度加入者対象の映画鑑賞会
のお知らせです。詳細は次のとおり。
●上 映 日

平成２５年９月２６日㈭１８時半以降

●場

イオンシネマ弘前

所

（旧ワーナー・マイカル・シネマズ弘前）
●上映作品 『そして父になる』
現在、弘前商工会議所共済制度にご加入され
ている方は、担当推進員までお問い合わせくだ
さい。
なお今回、加入者以外で１０名の方に限りご
招待いたします。ご希望の方は、官製はがきに
事業所名・所在地・氏名・電話番号・希望枚数（１
事業所２枚まで）をご記入の上「弘前商工会議
所共済制度・映画

弘前店、㈱青南商事、油川社会保険労務士事務
所、アール･エー･ビー開発㈱、青い森信用金庫、

建設㈱、㈱日産サティオ弘前、東横イン弘前駅
前、㈲二唐刃物鍛造所、㈱都市計画、食事処「稲
穂」、㈲ヤマトミ食品、㈱大丸モアナ、㈱シバ
タ医理科、㈱かさい製菓、青い花のスウィート
ポテト、弘前りんご商業協同組合、㈱菊富士、

プレゼント係まで
ご応募ください。
（締切は８／３１必着）
＜総務財政課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４９７件（特別会員含む）
事

業

所

名

集会所 indriya

㈲イーエム総合ネット弘前、くどうかんばん、 zero plus one 一級建築士事務所
マックスバリュ東北㈱、弘前堅田生花㈱、吉川

鑑賞会」チケット

※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、
求人の申込みが必要です。

浪釣具店、中畑歯科診療所、㈱さくら野百貨店

※７月２９日現在

いた衝撃の感動作。

灯油・ガスの営業
高卒
青森県内
１年
１８ 弘前市
普通運転免許 時間不問
小売店販売員３年

㈲ジュエリーかまた、㈱樽満、㈱キタコン、竹

前東栄ホテル

に起きた〈事件〉を通

地盤改良・調査
弘前市と周辺
高卒
住宅
１年
普通運転免許 ８時半〜
９ 設計・ ２０ 弘前市
住宅設計・施工・
建築士（２級） １８時半
施工
管理
２９年

ただいた方、ならびに事業所の皆様、ご協力あ

㈱角長、㈱大川地建、㈱あおもり総合管理、弘

病院で取り違えられた

高卒
精神障害者のデイ
弘前市近郊
普通運転免許
障害者
８時半〜
２
１１ 弘前市 ケア ３年６ヶ月
日商簿記２級
福祉
１７時
在宅介護
４年
介護福祉士

４

次回開催地挨拶

６年間育てた息子は、
他人の子だった。家族

３

産業まつり」、「The

希望勤務地
時間

高卒
弘前市内
普通運転免許 ８時半〜
正・准看護士 １８時半

１ 看護師 ２０ 弘前市

日商立石副会頭による開会の挨拶

学歴・免許
・資格等

職歴・経験等

馬肉居酒屋

櫻

代
大西

表

者
晶子

住

所

弘前市紙漉町１３−１

営

業

内

容

ベジカフェ経営（植物性食材を使用した飲食店）

斉藤

講平

弘前市山崎二丁目６−１４

中・小規模建築設計

常田

敬子

弘前市鍛冶町３９−１

馬肉居酒屋
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̳ 消費税率引上げに向けての経過措置の対応（第２回）

ఱম́

今回は「長期割賦販売等」、「リース契約」、「資産の貸付け」、「指定役務の提供」、「売上返品・貸
倒れ」などについて、経過措置の内容や対応方法等について解説いたします。

１．「長期割賦販売等」に関する経過措置

めがないこと並びにその貸付けに係る資産の

施行日前（平成２６年３月３１日以前）に行っ

取得対価と付随費用の合計額に対するその契

た「長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時

約期間中に支払われる貸付け料金の合計額が

期の特例」に規定する長期割賦販売等について

１００分の９０以上であるように契約において

は、経過措置として施行日（平成２６年４月１

定められていること。

日）以後にその支払期日が到来する分について

なお、指定日 ( 平成２５年１０月１日 ) 以後に

も旧税率の５％が適用されます。

その資産の貸付けの対価の額の変更が行われた

（長期割賦販売等の要件）

場合には、その変更後におけるその資産の貸付

①月賦、年賦等で３回以上に分割して支払われ

けについては、経過措置が適用されず新税率の

ること
②販売等から最終支払期日まで２年以上の期間
があること
③頭金・申込金などがその割賦販売価格の３分
の２以下であること
２．「リース契約」に関する経過措置

８％が適用されます。
一般的に不動産の契約では「賃料が経済事情
の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃
料との比較等によって著しく不相応となったと
こには、協議の上、賃料を改定することができ
る」といった旨の規定がありますので、そのよ

中小企業の取引上の悩み相談に相談員や弁護
士が無料で相談に応じます。
相談は無料で秘密厳守、匿名での相談も可能。
こんな相談が寄せられています。
・支払日を過ぎても代金を払ってくれないの
で困っています。

平成１９年度税制改正でリース取引の税務上

うな場合には上記、経過措置を適用するための

の取り扱いが変わりました。リース取引につい

要件②に該当しないため経過措置を適用できな

ては売買処理又は賃借処理いずれの場合におい

いことになり、その変更が施行日（平成２６年

ても、リース契約時点（リース資産の引渡しを

４月１日）以後であった場合にはそこから８％

停止されてしまいました。

行った時点）の消費税率が適用されます。

の新税率の適用になります。しかしながら、賃

まずはお電話を！

（１）原則的な取扱い

・「歩引き」と称して、代金から一定額を差
し引かれました。
・長年取引をしていた発注元から突然取引を

料の変更が、例えば、賃借人が修繕義務を履行

相談員が訪問し相談に応じます！

平成１９年度税制改正で平成２０年４月１日

しないことにより行われたものであるなど正当

フリーダイヤル（無料）０１２０−４１８−６１８

以後に行われるリース取引（所有権移転外ファ

な理由に基づくものである場合には、その対価

（公財）２１あおもり産業総合支援センター

イナンス・リース取引）については、資産の売

の変更につき経過措置の適用があります。

総合支援室

買取引として処理し、リース資産については会

４．「指定役務の提供」に関する経過措置

計上、固定資産に計上します。

「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施

そのため、リース取引については、原則とし
てリース資産の引渡しを行った日に資産の譲渡

設の提供その他の便宜の提供に係る役務の提供
をいいます。

があったことになり、売買取引と同じように譲

指定日の前日（平成２５年９月３０日）まで

渡対価の全額が課税仕入れになります。この場

の間に締結した指定役務の提供に係る契約で次

合のリース取引については、経過措置が適用さ

の要件を満たすものが経過措置の対象となり、

れません。

施行日（平成２６年４月１日）以後にその役務

（２）中小企業の例外的な取扱い

の提供を行う場合においても旧税率の５％が適

中小企業の場合、毎月のリース料の支払いを

用されます。

リース料として費用計上している場合には、特

（経過措置を適用するための要件）

例として従来通り、毎月の支払いの都度、課税

①その契約の性質上、その役務の提供の時期を

仕入れとして消費税の申告をすることも認めら

あらかじめ定めることができないものである

れています。

こと。

施行日前（平成２６年３月３１日以前）にリー

②その役務の提供に先立って対価の全部又は一

ス契約を締結し、リース資産の引渡しを行った

部が分割で支払われる契約として政令で定め

リース取引についてこの特例により賃貸借処理

るものであること。

を行っている場合には、旧税率の５％が適用さ
れます。
３．「資産の貸付け」に関する経過措置
指定日の前日（平成２５年９月３０日）まで
に契約を締結し、施行日前（平成２６年３月
３１日）から引き続きその契約に係る資産の貸

③その契約に係る役務の提供の対価の額が定め
られていること。
④事業者が事情の変更とその他の理由によりそ
の対価の額の変更を求めることができる旨の
定めがないこと。
５．「売上返品・貸倒れ」に関する取扱い

相談員

下請かけこみ寺

こおりかわ

調停による紛争解決
中小企業が抱える企業間取引に係る紛争を裁
判よりも迅速、簡便に解決するための調停（裁
判外紛争解決（ＡＤＲ）手続き）を無料で行い
ます。

଼ˎˑාഽٛොව͈̤̞ܐ
平 成 ２５ 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
ている振込用紙での納入をお願いいたし
ます。
お振込みの際は、振込用紙に記載され
ている金融機関のご利用いただくと、手
数料無料でご納入いただけます。
なお、本年は議員改選の選挙年となっ
ております。実施にあたって選挙権・被
選挙権ともに会費を８月３０日までにお
納めいただくことが必要となります。
つきましては、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。

付けを行っている場合、次の「①及び②」又は

商品の販売を行い、その後返品・値引き・割

「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、

戻しがあった場合、販売時点にさかのぼって処

旧税率の５％が適用されます。

理をするのではなく、その「返品・値引き・割

での税率ではなく、販売時点の税率が適用され

（経過措置を適用するための要件）

戻しがあった」時点の課税期間で処理すること

ます。

①資産の貸付期間及び貸付期間中の対価の額が

になっています。これは仕入側の処理について

契約で定められていること。

も同様です。

したがって、施行日前（平成２６年３月３１
日以前）に行った商品の販売について、施行日

②事業者が事情の変更その他の理由によりその

しかし、その際に適用する税率は「返品・値

（平成２６年４月１日）以後に返品・値引き・

対価の額の変更を求めることができる旨の定

引き・割戻しがあった」時点での税率ではなく、

割戻し・貸倒れがあった場合には旧税率の５％

めがないこと。

販売・仕入れがあった時点の税率を適用するこ

が適用され、消費税及び地方消費税の申告書に

ととされています。

おける「返還等対価に係る税額」又は「貸倒れ

③契約期間中に当事者の一方又は双方がいつで
も解約の申し入れをすることができる旨の定

また、貸倒れについても同様に、貸倒れ時点

に係る税額」の計算を行います。（次回に続く）

４
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平成２５年８月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

８月２５日㈰に弘前文化センターで「ファッ
【チケット販売所】

ション甲子園」がいよいよ開催となります。
今年は全国３，
１１８点のデザイン画から、一次

＜弘前市＞弘前商工会議所・日弘楽器・弘

書類審査に通過した３５点（２７都道府県３４校

前市まちなか情報センター・上土手スクエ

３５チーム）が公開ファッションショー形式の

ア・メディアイン城東店ブックカウンター・

最終審査に臨みます。

さくら野百貨店弘前店１Ｆインフォメー

優勝校には副賞として「パリ招待」が提供さ

ション・弘前市立観光館インフォメーション

れます。果たして、高校生ファッションの頂点

＜青森市＞成田本店しんまち店地下ＣＤ売

に立つのはどのチームになるでしょうか！？

場・ショッピングタウンサンロード青森１

地元校の常連、弘前実業高校は２チーム出場し

Ｆ総合サービスカウンター

７月１９日百石町において、恒例となった路

ます。

＜八戸市＞チーノはちのへ

上ファッションショーが開催されました。学校

ファッション甲子園関連イベントも開催

法人白銀学園サンモードスクールオブデザイン

今回のアトラクションは、デザイナー小野
原誠氏によるｍｏｔｏｎａｒｉ

ｏｎｏ

モ

＜百石町夜店まつりファッションショー盛況＞

の学生３０名がモデルをつとめ、自ら手掛けた

トナリオノ２０１３秋冬レディースファッション

＜ファッション甲子園ＰＲ展示＞

ショーです。一般公募で選ばれた県内のボラン

最終審査会出場校のデザイン画を公開します。

ティアモデルが出演しますので、こちらもお楽

展示期間：８月２５日㈰まで

あがり、衣装を携帯カメラで撮影する姿も多く

しみに！

展示場所：ルネスアベニュー・弘前市まちなか

見られました。

入場缶バッジ（５００円・全席自由）は下記販
売所において好評発売中です。

４０作品の衣装を披露しました。
沿道に詰めかけた観客からは、拍手や歓声が

情 報 セ ン タ ー・ 上 土 手 ス ク エ ア・ 【お問い合わせ先】ファッション甲子園実行委員会
さくら野百貨店弘前店

事務局担当

＜まちそだて課＞

９ 月 １４ 日 ㈯、 ２８ 日 ㈯ の 日 程 で、

平成２３年４月から始まった、函館商工会議所との交流は、インバウ
ンドの共同誘致（台湾）、イベントや物産展への相互参加、旅行商品の

ひろさき合コンリーグ（主催：弘前商

造成など様々な面で成果につながっています。これまでも、「はこだて

工会議所、主管：弘前商工会議所青年

クリスマスファンタジーひろさきナイト」や「津軽の食と産業まつり」、

部、鍛冶町防犯協会、鍛冶町創造委員
会）を開催いたします。

「The 津軽三味線観覧ツアー（ＪＲ北海道函館支社主催）」などについて、

２０歳以上５０歳以下の独身３人グ

紙面を通じて会員の皆様にお知らせしてきましたが、当所が介在したビ
ジネスマッチングの成果についても紹介します。

ループでお申し込みください。
また、今回は上記『チーム戦』の他

道南の銘柄米×弘前の醸造技術
ཎКኝᣒ ẒỾἋἢἼẓ

に『個人戦』を開催いたします。２０

『ガスバリ』は、函館の料理人グループ「ク

歳以上５０歳以下の独身お１人様から

ラブガストロノミーバリアドス」が、道南地

でもご参加いただけますので、ふるっ

方のかつての銘柄米「マツマエ」を復刻して

てご参加ください。＜情報調査課＞

日本酒を造りたいとの思いを当所などに打診、
これを受けて当所会員六花酒造㈱が、製造を

【ひろさき合コンリーグ秋季大会】

引き受けることになり、実現しました。同商品

ȲΙȜθȆࡢ૽ވȳ

は、函館市内のみでの販売となりますが、そ

◆開催日（お申し込み締切日）

の話題性から早くも品薄状態となっています。

：９月１４日㈯（９月３日㈫締切）、２８日㈯（９月１７日㈫締切）

函館金森レンガ倉庫×弘前の洋菓子

◆参加資格：２０歳以上５０歳未満で独身の方

ƀౕȬȳǬ̽ࡉƷǭȣȩȡȫǬȈȸƁ
『金森レンガ･･･』は、函館の人気観光スポット、金森レンガ倉庫群を
運営する金森商船㈱のＰＢ（プライベートブランド）商品を、当所会員

ȲΙȜθȳ
◆参加費（１チーム）

Ȳࡢ૽ȳ
◆参加費（１人）

㈱ラグノオささきが企画提案、製造したもので、同社アンテナショップ

男性１２，
０００円

男性４，
５００円

「あおい森」内でトップクラスの売上を記録しています。これは、単な

女性 ９，
０００円

女性３，
５００円

るお土産用商品にとどまらず、函館市民にも愛されるような美味しいＰ

◆定

員

Ｂ商品を開発したいという金森商船㈱

各期日・男女各１６０チーム

と、道南への販路を拡大したい㈱ラグノ

（内各２０チームはリザーブ

オささきのマッチングが身を結んだも
のです。

チーム）
◆お申し込み方法

当所では今後も函館商工会議所をは

携帯電話・ホームページから

じめとした関係各位と連携しながら、経

のお申し込みになります。詳

済交流をさらに進めてまいります。

細はチラシ・ホームページを

＜総務財政課＞

ご覧ください。

◆定

員

各期日・男女各２００名
◆お申し込み方法
中三弘前店１階インフォメー
ションにてチケットをお求め
ください。
※定員になり次第、販売を終了
いたします。

