ヘッドライン
◇弘前市に対する
重点要望事項を提出 …２面
◇消費税転嫁対策特別
措置法が成立しました …３面
◇新たな弘前観光の目玉に！！
ひろさきりんごハロウィン盛大に開催 …４面
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〒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

ホームページ

http://www.hcci.or.jp

会報

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

（購読料は会費の中に含まれています。）

挨拶する永澤会頭

︵左から工藤専務理事︑野澤副会頭︑
前田副会頭︑永澤会頭︑清藤副会頭︑
工藤副会頭︶

１号議員名簿
任期：平成２５年１１月１日〜平成２８年１０月３１日

食 品 ・
農 産 物

㈱弘前丸魚
ニッカウヰスキー㈱弘前工場
㈲イーエム総合ネット弘前
弘果弘前中央青果㈱
㈱ユニバース堅田店
㈲山形商店

生活商業

㈱弘前天賞堂本店
㈱小林紙工

工

業

㈲二唐刃物鍛造所
㈲弘前こぎん研究所

設

㈱西村組
㈲工由工務店
門前孝治（設計事務所エクラン）
富士建設㈱
青森三菱電機機器販売㈱弘前支店
㈱弘前水道
㈱大高住設
㈱ユアテック弘前営業所
㈱アルク
東和電材㈱弘前営業所
㈲三浦造園
㈱福島建設
東弘電機㈱
弘前電気工事㈱

任期満了に伴うこのたびの議員改選を受け、 たいとの思いで続投することを決意いたしまし
第２０８回臨時議員総会（組織会）が１１月１日、 た」と述べ、議場に諮ったところ、出席議員か
当所会館２階大ホールで開催されました。

ら賛同の声があがり、満場一致で永澤弘夫会頭
建

この日は議員９０人（委任状含む）が出席、 の再任が決定いたしました。
新たな役員人事等について審議を行い、第４２
代会頭に永澤弘夫会頭が再任されました。

また副会頭には、前田賢治氏、清藤哲夫氏、
野澤武氏がいずれも再任で、新任で工藤武重氏

総会の席上、議長である永澤会頭が会頭選任 （三ツ矢交通㈱代表取締役社長）
が選任同意され、
に関して「私は、会頭職というものは役員・議

専務理事には工藤茂起氏が再任されました。

員皆様のご指導ご協力なくしては役目を果たす

また、総会では、名誉役員の選任が行われ、

ことができないものと考えており、このことか

５期１５年間にわたり副会頭職をつとめられ、

ら、今年の５月の常議員会において、全出席

このたび退任された菊池清二氏に名誉副会頭の

者からのご意見を拝聴したところ、『次の任期

称号を、同じくこのたび退任の田澤勝春氏、清

も引き続き会頭として職務を全うしてもらいた

野武氏、竹内昭一氏には名誉議員の称号を授与

い』との温かいお言葉を頂戴いたしました。そ

することを決定いたしました。

こで、このたびの改選においては、１期目の
経験を生かしながら『地域を先導する弘前商工
会議所』の実現に向けて更なる努力をしていき

なお、常議員並びに監事の選任については、
以下の通り。（当日の仮議席番号順・敬称略）

監 事
小林忠一郎、三宅誠一、鎌田興治
（３人）

金 融 ・
不 動 産

アクサ生命保険㈱弘前営業所
㈿日専連弘前
合同会社 西谷
青い森信用金庫
㈱大川地建
油川安孝（油川社会保険労務士事務所）
㈱アート不動産
税理士法人ライズファーム

運 輸 ・
交
通

㈱日産サティオ弘前
㈱寺崎自動車
㈱弘善商会
日興運輸㈱

料 飲 ・
観
光

弘南観光開発㈱
㈱ホテルニューキャッスル
中村元彦（津軽藩ねぷた村）

＜総務財政課＞

小野兼治、三上美知子、門前孝治、小山内和寿、西谷洌、渡邊明彦、山口道子、清藤崇、三橋一晃、
常議員 櫛引利貞、小山悟、石川雅祥、長沼信一、吉川功一、南直之進、村上靖浩、工藤清、下山清司、
（３３人） 小山内康晴、阿保鉄幸、安東国善、鈴木順三、会津義忠、北村裕志、丸岡義昭、中村輝夫、齊藤嘉春、
藤村徹、川村明裕、小笠原金一、大西康弘、新戸部八州男、田付昭夫

FAX 0172(35)1877

㈱シバタ医理科
医
療 ㈱光美容化学
福 祉 ・ ㈱産 交
津軽警備保障㈱
専
門 ㈱栄 研
サービス （一財）愛成会
㈱津軽衛生公社
情 報 ・
教育文化

㈱ディーエス開発
㈲小野印刷所
㈱東奥日報社弘前支社
アップルウェーブ㈱

※１１月１５日の立候補辞退締切日をもって立候補者が定数を
超えないため選挙を行なわず無投票当選となりました。
なお、
２号・３号議員については先月号に掲載いたしております。
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竹田良三元議員ご逝去
当所では、去る１０月２３日開催の常議員会

永澤会頭から要望事項を受け取った葛西市長

当所元議員の竹田良三氏

において平成２６年度の弘前市に対する重点要

は、「弘前市の発展を願った要望を毎年いただ

が１０月２０日にご逝去さ

望事項として市政全般にわたる３５項目を機関

き、たいへんありがたい。経済界との連携を強

れました。行年８１歳。

決定し、１１月６日には正副会頭が弘前市役所

化し、オール弘前で地域活性化に向かって行き

を訪ね、市長並びに市議会議長に建議書を提出

たい」と述べました。

＜総務財政課＞

いたしました。

竹田氏は、平成３年４月
に弘南観光開発㈱社長とし
て当所議員に就任、平成５

今回の要望では、
「新弘前市総合計画への『弘

年４月に退任後、平成７年８月からは㈱ホテル

前感交劇場』コンセプトの位置づけ」をはじめ、

ニューキャッスル社長として２期にわたり議員

「弘前型スマートシティ構想」、また本誌８月号

に就任。その後、平成１４年４月からは㈳弘前

でも取り上げました「弘南鉄道大鰐線の存続に

観光協会専務理事として１期議員を務められま

向けた積極的な支援」などの新規項目１２件を

した。

含む内容となっており、今回の要望事項につい

議員在任時には、料飲・観光部会をはじめ、

ては、弘前市に対して２月末日までの回答を求

委員会活動にもご尽力をいただくなど、業界の

めております。

発展と地域経済の振興に大きく貢献されました。

ジャパンホーム＆ビルディングショー視察

また、弘前地区労働基準協会会長、青森県経
営者協会弘前支部専務理事をはじめ各方面でご

建設部会（吉川功一部会長）では、毎年恒

当部会がこの視察会を実施して今回で１２回

例の東京ビックサイトで開催される「ジャパン

目の開催となりますが、参加者からは「大変参

ホーム & ビルディングショー２０１３」の視察研

考になる」「今後も継続して実施してほしい」 り申し上げます。

修会を１０月２３日に実施しました。

との感想が述べられていました。

本展示会は、建設に関連する企業が一堂に会

活躍をされました。
ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈

＜情報調査課＞

して実施され、今年は国内外から約５００社が

希望
職種

出展し、３日間で約３万人を集客する国内最大
１

短大卒

ミナーも開催されています。

医療器材管理
普通運転免許
１２年 栄養士

事務
運送

１２ 弘前市

高卒 普通運転免許
厨房機器の清掃 １年
弘前市内
大型特殊自動車
接客
９年
時間不問
ＭＯＳエクセル

５

環境
分析

２５ 弘前市

大卒 普通運転免許 弘前市内・近郊
技術営業 １３年
技術士補（環境） ８時半〜
税理士補助 ３年
ビオトープ計画管理士（２級） １７時半

６

事務

１０ 平川市

ルート販売
一般事務

７

事務

１８ 大鰐町

金融商品営業 ８年 高卒
弘前市・近郊
生命保険営業 ３年 普通運転免許 時間不問

８ 不動産 ２５ 弘前市

中卒 普通運転免許
エステティシャン ７年
勤務地不問
ワード・エクセル
コンビニスタッフ ２年
時間不問
（３級）

事務

３

事務

４

参加者は、それぞれ興味のあるブースで熱心
に情報収集や商談をしていました。
ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４８１件（特別会員含む）
代

表

カミテック（株）

上手

ファースト・スター（株）弘前支店
ＴＳ保険コンサルタント（株）
（有）保険ネットワークセンター青森

者
康弘

住

所

営

業

内

容

弘前市文京町３コラボ弘大６Ｆ

シャント抵抗器の開発・製造

石澤枝美子

弘前市大町二丁目３−１２
横山ビル２階

損保・生保・保険代理業

小野るみ子

弘前市三世寺色吉３１６−１

保険代理業

神

弘前市田園三丁目４−６

損保・生保・保険代理業・コンサルタント

美孝

星社会保険労務士事務所

星

克行

弘前環境管理（協）

高野

悟

弘前市青山三丁目１３−１

労務相談・年金相談

弘前市塩分町３１−１

一般廃棄物収集運搬業

会員健康診断のご案内
弘前商工会議所会員事業所様限定の安価で受
診できる健康診断のご案内です。

さくら共済新給付金制度をご活用ください

場合、「健康診断助成金」の給付対象となって

給付がございますので、ぜひご活用ください。
○本紙に折り込んでおります「推せん書」で

詳細は、本紙に折り込んでおりますご案内（お

お申し込みいただく際に加入の有無をご記

申し込み書を兼ねております）をご覧ください。

入いただく欄を新たに設けております。

※当所会員で平成２５年度の年度会費を納付

○推せん負担金（５，
０００円）との相殺はい

されていることが条件となります。
※受診には事前のお申し込みが必要となりま
す。本紙に折り込んでおりますお申し込み
書にて「弘前市医師会健診課」へ直接お申
込みください。
【お問い合わせ】
弘前市医師会検診センター健診課
弘前市野田２−７−１（弘前総合保健センター内）
電話：０１７２−３９−６６１１または０１２０−０５０−４８９
ＦＡＸ：０１７２−３４−８７６２

＜情報調査課＞

たしかねます。
担当

永年勤続優良従業員表彰＜情報調査課＞
さくら共済給付金制度

＜総務財政課＞

高卒
平川・弘前・黒石
２年
普通運転免許 ９時〜
３年
ＭＯＳエクセル
１８時

高卒 普通運転免許
損保
生命保険関連業務
津軽エリア
３０ 弘前市
ＦＰ２級
調査員
４０年
時間不問
コンプライアンスオフィサー

１０ 事務

１０ 弘前市 営業

高卒 普通運転免許 弘前近郊
２年 ワード・エクセル ８時〜
（３級） １８時

※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。

平成２６年新春祝賀会

から被表彰者が「さくら共済」にご加入いただ
いている場合に「祝い金」として５，
０００円の

おります。

９

永年勤続優良従業員表彰では、平成２５年度

また「さくら共済」にご加入いただいている

平川市近辺
８時半〜
１７時
ＭＯＳエクセル
学校事務（就職支援）１年 高卒 普通運転免許 弘前
１０ 弘前市 非常勤講師（介護） ３年 看護師 医師事務 ８時〜
看護師
５年 ＭＯＳワード・エクセル １７時半
１０ 平川市

２

展」等が出展しているほか、基調講演や各種セ

名

希望勤務地
時間

消防設備士（乙種第７類）

家具見本市」、「スマートハウス・エコハウス

所

学歴・免許
・資格等

電気
電気工事（住宅設備）１年 第二種電気工事士
弘前近郊
１７ 弘前市
工事士
無線装置の保守点検 ２年 危険物取扱者（乙種第四類） 時間不問

「ジャパンホームショー」、「ふるさと建材・

業

職歴・経験等

短大卒 普通運転免許

級の建設関連の展示会です。

事

希望
住所
月収

●日

時／平成２６年１月６日（月）
１７：００〜（受付１６：００〜）
●場 所／フォルトーナ
●会 費／４，
０００円（お一人）
●申込締切日／１２月２０日（金）１７：００まで
●申込方法／別紙折込チラシの参加申込書に必要
事項を明記の上、会費を添えて商工会議所まで
お申し込みください。
（電話でのお申し込みは、トラブル等の防止のた
め、お受けいたしかねますのでご了承ください。
）
＜総務財政課＞
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事業承継税制が使いやすくなります
使いやすくなります！
平成２５年度税制改正で事業承継税制（非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度）が
拡充され、中小企業の皆さまにご活用いただきやすくなります。事業承継税制とは、中小
企業の後継者の方が現経営者から会社の株式を承継する際の相続税・贈与税の軽減（相続：
８０％分、贈与：１００％分）制度です。

＜税制改正のポイント＞
⑸ 役員退任要件の緩和〜現経営者の信用力を
⑴ 事前確認の廃止〜手続の簡素化
活用
経済産業大臣の事前確認を受けていなく
平成２７年１月から贈与時の役員退任要
ても制度利用が可能になりました。
件を代表者退任要件にします。
（有給役員
⑵ 親族外承継の対象化〜親族に限らず適任者
として残留可）
を後継者に
※既に事業承継税制を利用されている方も
平成２７年１月より親族外承継を対象化、
適用可能です。
後継者の引受け手が拡大します。
⑹ 債務控除方式の変更
⑶ 雇用８割維持要件の緩和〜毎年の景気変動
〜債務の相続があっても株式の納税猶予を
に配慮
フル活用できるように
毎年皆様に好評をいただいているビジネスダ
平成２７年１月より雇用の８割以上を「５
平成２７年１月から現経営者の個人債務・
イアリーができました。
年間平均」で評価します。
葬式費用を株式以外の相続財産から控除で
２０１４年（平成２６年）の業務予定を管理す
⑷ 納税猶予打ち切りリスクの緩和
きます。
るのに大変便利な内容となっています。
〜利子税負担を軽減
＜経営支援課＞
表紙は、茶色を基調としたシックなデザイン
平成２６年１月から利子税率の引下げ（現
行２．
１％→０．
９％）
のもの１種類となりましたが、内容はこれまで
事業承継税制のお問い合わせは、
平成２
７年１月から承継５年超で、５年
の週間ダイアリーに、見開きの月間ダイアリー
間の利子税を免除。
が加わり、月ごとの予定がひと目で分かる他、
東北経済産業局産業部中小企業課
〜事業の再出発に配慮
余白にも様々な工夫が凝らされており、昨年の
平成２７年１月から民事再生、会社更生、
０２２−２２１−４９２２（直通）へ。
ものよりも使いやすくなっております。
中小企業再生支援協議会での事業再生の際に
も、納税猶予額を再計算し、一部免除します。
また、事務のチェックポイント、巻末には経

来年のビジネスダイアリーができました
イアリーができました

営に役立つ色々な情報も掲載されておりますの
で、ぜひご活用ください。
ダイアリーは当所会員限定で窓口にて差し上
げております。数に限りがありますのでご希望
の方はお早めにどうぞ！

＜経営支援課＞

消費税転嫁対策特別措置法が成立しました
※消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法

消費税転嫁対策特別措置法は、平成２５年１０月１日に施行されました（同法は、平成２９年
３月３１日まで適用されます）
。政府としては、この法律に基づき消費税の円滑かつ適正な転
嫁に向けた取組を行っていきます。
消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

価格の表示に関する特別措置

⑴ 平成２５年１０月１日以降、消費税の円滑かつ適正
な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなどの事務
負担に配慮する観点から、表示価格が税込価格であ
ると誤認されないための措置を講じていれば、
「税込
禁止される表示
禁止される表示の具体例
価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられ
①取引先の相手方に消費税を転 「消費税は転嫁しません」
ます。
嫁していない旨の表示
「消費税は当店が負担しています」
※消費者への配慮の観点から、上記の特例を受ける
②取引の相手方が負担すべき消 「消費税率上昇分値引きします」
事業者はできるだけ速やかに「税込価格」を表示す
費税に相当する額の全部又は 「消費税８％分還元セール」
るよう努めることとされています。
一部を対価の額から減ずる旨
【具体的な表示の例】
の表示であって消費税との関
（例１）値札、チラシ、ポスター、商品カタログ、インター
連を明示しているもの
ネットのウェーブページ等において、商品等の
③消費税に関連して取引の相手 「消費税相当分、次回の購入に利
価格を次のように表示する。
方に経済上の利益を提供する 用できるポイントを付与します」

平成２６年４月１日以降に供給する商品又は役務の取引
について、消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁
止されます。禁止される表示は以下のとおりです。

旨の表示であって②に掲げる 「消費税増税分を後でキャッシュ
表示に準ずるもの
バックします」

必ずチェック

青森県最低賃金改正のお知らせ
青森県最低賃金が改正されました。
時間額

６６５円

（平成２５年１０月２４日から）

詳しくは、青森労働局ＨＰをご覧ください。

（http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）
お問い合わせは 青森労働局労働基準部賃金室
（電話０１７−７３４−４１１４ ＦＡＸ０１７−７３４−５８２１）

平成２
成 ６年１月から

記帳・帳簿等の保存制度の対
帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
の対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前
年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合
計額が３００万円を超える方に必要とされていた
記帳と帳簿書類の保存が、平成２６年１月から
は、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての
方（所得税及び復興特別所得税の申告の必要が
ない方を含みます。
）について必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、
国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）に
掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせくだ
さい。

禁止されない表示の具体例
①消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」「新生活
応援セール」
②たまたま消費税率の引き上げ幅と一致するだけの「３％値下げ」
「３％還元」「３％ポイント還元」
③たまたま消費税率と一致するだけの「１０％値下げ」
「８％還元セー
ル」「８％ポイント進呈」

○○円（税抜）

○○円（税抜価格）

○○円（本体価格）

○○円＋税

（例２）個々の値札等においては「○○円」と税抜価格
のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を
選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、
「当
店の価格は全て税抜価格となっています」といっ
た掲示を行う。
お問い合わせ先：財務省主税局税制第二課
０３−３５８１−４１１１（代表）
違反行為を防止又は是正するため、消費者庁、公正取
引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指導・ ⑵ 事業者が、税込価格に併せて、税抜価格を表示す
る場合において、税込価格が明瞭に表示されている
助言を行います。又、違反行為があると認めるときは、
ときは、景品表示法第４条第１項（不当表示）の規
消費者庁が勧告を行い、その旨を公表します。
定は適用しないこととされました。
お問い合わせ先：消費者庁表示対策課
お問い合わせ先：消費者庁表示対策課
０３−３５０７−８８００（代表）
０３−３５０７−８８００（代表）

４
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弘前かいぎしょ TODAY
２日目の１９日には、函館からの市民訪問団
（団長：工藤壽樹函館市長）３１２名も来場しま
した。今回の訪問団は、ＪＲ北海道の函館−弘
前直通列車を利用した、函館市民向けの観光ツ
アー参加者で構成されており、函館市民の皆さ
んが、いかに弘前に興味を持っているかが伺え
ます。
また、経済界からも多数の参加があり、函館
商工会議所松本会頭を出迎えた、当所永澤会頭
も、久しぶりの再会にガッチリ握手を交わす場
面も見られました。
１０月１８日〜２０日の３日間、克雪トレー

塗研ぎ出し、そば打ちなどの各種体験コーナー

２０１１年に、当所と函館商工会議所が始めた

ニングセンターと屋外エントランス広場におい

や、保育園児による演奏・演技やストリートダ

経済交流が、行政を巻き込み、さらに市民へと

て、
「津軽の食と産業まつり」が開催されました。 ンス、バルーンパフォーマンス等の各種イベン

広がりをみせております。これらの動きが、地

屋内外あわせて１４４件の出展があり、それぞ

トも行われ大いに賑わいました。

れ食料品、工芸品、雑貨、衣類、建築関係等の

また当所青年部が実施した「弘前アップルパ

物品が展示・販売され、来場者の中には両手いっ

イ食べ比べカフェ」も連日大盛況となりました。

ぱいに買い物袋を抱える姿もみられました。

クール ｣ に市内の小学生から寄せられた１，
３７９

里町、群馬県太田市の物産販売コーナーや当

枚の作文と絵が会場内に展示され、最終日には

所が交流を進めている下関商工会議所物産コー

優秀作品の表彰式が行われ、入賞者に賞状と記

ナー、今年で３度目の参加となる函館市の物産

念品が手渡されました。

況ぶりとなりました。

＜総務財政課＞

期間中の人出は約７１，
５００人（実行委員会発
表）にのぼり、今年も大いに賑わいを見せてい

期間中には切れ間なく、和菓子作り、津軽

ました。

１０月１２日、１３日の両日ひろさきりんごハ

とを目的として昨年より実施しています。

ロウィン２０１３が開催されました。本事業は当

交流を進めてまいります。

会期中には、１２回目となる ｢ 将来の夢コン

また、お馴染となった友好都市の北海道斜

やラーメンのブースでは行列が出来るほどの盛

域経済の活性化に繋がるように、引き続き両市

＜情報調査課＞

函館市民を代表して挨拶する工藤市長

なかでも１３日に行われた「ひろさきりんご

行政や商店街のみならずＮＰＯ法人や市民団

ハロウィンパレード・コンテスト」は、午前中

所が事業主体となり、数年を目途に県外から、 体、学生や農業者など多くの方々と連携し、ミ

が雨天模様であったにも関わらず、思い思いの

弘前さくらまつりやねぷたまつりに匹敵するほ

ニマルシェやハロウィングッズを作るワーク

仮装した約５００名の参加者が上土手町から蓬

どの、多くの参加者や観覧客が訪れる観光コン

ショップ、就学前のお子様向けのイベントな

莱広場までの土手町通りをパレードし、弘前市

テンツに育てあげ、経済活動を活発化させるこ

ど、盛りだくさんの内容となりました。

において交通規制を行って実施する初めてのハ
ロウィン仮装パレードとなりました。永澤会頭
や清藤、野澤、前田副会頭のほか葛西市長、西
谷県議会議長も仮装してパレードに加わり大変
盛り上がりました。引き続いて行われた仮装コ
ンテストでは、団体の部では城東保育園（弘前
市）、個人の部ではペアで参加した白鳥浩気さ

雨の中りんごねぷたも出陣

コンテスト審査員も仮装して参加
査員も仮

ん、坂本渚さんのペア（青森市）がグランプリ
に輝きました。

＜まちそだて課＞

ひろさきりんごハロウィンの前夜祭として

Halloween Night が開催されました。
運命の出逢いはしご酒コース、集団合コン
コースあわせて約３５０名が思い思いの仮装に
身を包み、普段とは異なる雰囲気を楽しみま
した。
当日は、気温が低く雨が降るなど、あいにく
の天候ではありましたが、事前にお申込みいた
だいた方のご参加の他、当日の飛び入り参加も
あり、両コースとも弘前初のハロウィンナイト
をお楽しみいただきました。

＜総務財政課＞

自らも仮装して挨拶する永澤会頭
仮

