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去る２月２６日に弘前市長との懇談会が当所

業の育成と地域経済活性化にむけて民間活力を

市の認知度・知名度を上げ、海外との交流含め

会館６階特別会議室で開催され、正副会頭はじ

十分発揮し、引き続き地域を先導する商工会議

様々な分野でのブランド化を図り、市全体とし

め９部会の正副部会長、青年部・女性会の正副

所として弘前市発展のために尽力する所存であ

てのブランド力を高めたい。市と商工会議所が

会長等４４人が出席しました。

り、倍旧の支援をお願いしたい」と述べ、感謝

互いに情報共有・意識共有を図り、弘前の行政・

の意を表しました。

経済界が連携した形で、新しい持続発展可能な

懇談会の冒頭、昨年１１月に提出していた平
成２６年度弘前市に対する重点要望事項への回

その後、出席者による懇談に移り、９部会並

弘前市を創っていきたい。」と述べました。

答書が永澤会頭に手渡され、引き続き葛西市長

びに青年部・女性会からそれぞれの組織や主な

なお、平成２６年度の弘前市に対する重点要

から要望事項に対する回答の説明と、平成２６

活動状況についての紹介がなされ、これを受け

望事項への回答の内容については、当所ホーム

年度の予算編成を終えての新年度予算の概要に

て葛西市長は、「商工会議所の各部会の皆さん

ページや会報でご報告いたします。

ついて、各部局別の事業並びに予算措置につい

が、それぞれの立場から様々な取り組みを行っ

ての説明がありました。

ていることに敬意を表したい。今後とも弘前

要望回答の主な内容としては、「外国人観光
客に対する総合的な受け入れ体制の確立につい
て」、「新弘前市総合計画への弘前感交劇場コン
セプトの位置付けについて」や「海外における
シティプロモーション推進事業展開等に対する
支援について」など７項目に関して、これまで
の経緯と今後の処理方針についての説明をいた
だきました。
あわせて、葛西市長からは、「市では現在、
市の最上位計画に位置づけする新たな総合計画
の策定作業を進めているが、行政・市民・コミュ
ニティ・民間事業者が一体となった「オール弘
前」で、協力・連携しながら、地域経営に取り
組んでいくこととしている。弘前商工会議所の

回答書を受け取る永澤会頭

皆様におかれましては、今後とも、商工業界の
振興と活力ある地域社会実現のため、地域の先
導役として、なお一層のお力添えをお願いした
い」と述べました。
葛西市長から重点要望事項の回答書を受け
取った永澤会頭は、「このたび、当所から要望
した３５項目すべてについて、前向きな回答を
いただき、深く感謝申し上げたい。今後も市政
全般にわたる施策を強力に推進し、未来に夢の
ある、希望の持てるまちづくりを目指していた
だきますよう、葛西市長の更なるリーダーシッ
プに期待している。当会議所として、中小企

挨拶する葛西弘前市長

＜総務財政課＞

2

第680号

平成２６年３月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
所会員事業所の㈱ひまわりが開発し、昨年１０
月の「津軽の食と産業まつり」でも披露され
当所前田賢治副会頭が代表世話人を務めてい

た、グリップ部分に津軽塗を用いた高級ステッ

る「下関ふくを食べる会」が２月９日に翠明荘

キ「陣」のグリップ部分を担当した津軽塗業者

で開催されました。

であるＴｓｕｇａｒｕＵｒｕｓｈｉＳｐｉｒｉｔＬＬＣ今照

本会は、全国商工会議所観光振興大会を契

芳氏より、商品紹介もありました。

機として当所と下関商工会議所との交流が始ま

引き続き、新戸部満男名誉会頭による乾杯の

り、今後の両会議所の交流の可能性について意

発声後、参加者は本場「下関ふく」に舌鼓を打

見交換をするという目的のもと、今回で３回目

ちながら、両会議所の更なる交流推進の可能性

の開催となり、当日は永澤会頭、葛西弘前市長

についての意見交換を行っておりました。

ほか４０名が参加しました。

＜総務財政課＞

前田副会頭の開会挨拶後、今回、ゲストとし
てお招きした、下関商工会議所議員で水産部会
副部会長であり、下関ふくの提供事業所である
㈱酒井商店・酒井一氏と、下関商工会議所・中

青森県の平成２６年度融資制度等説明会が下

小企業相談所長佐藤倫弘（みちひろ）氏を紹

記日程で開催されます。

介、お二人からは今後の交流発展への期待感が

県及び関係機関の担当者から支援制度等につ

述べられておりました。その後、下関商工会議

いて直接説明を聞くことができる絶好の機会で
ち新規要望事項１２項目の概要を説明しました。

弘前市議会議員との懇談会開催

その後、出席者による意見交換に移り、出

すので、ぜひご参加ください。
◆日時

当所正副会頭と弘前市議会議員との懇談会が

席者からは、ＩＣＴを活用したまちづくり、経

２月１２日に弘前パークホテルで開催され、弘

済波及効果を見据えた野球場の整備、農業振興

前市議会議員２３名が、当所からは正副会頭等

策、観光振興策、健康増進策、健康増進と観光

◆場所

が出席しました。

平成２６年４月１６日㈬
１４：００〜１５：３０
（当所駐車場は１時間無料）
弘前商工会議所会館３階３０１号室

振興をドッキングさせたスポーツツーリズムの

◆内容①青森県特別保証融資制度について

開会にあたり永澤会頭が挨拶に立ち、「弘前

展開、岩木地区の振興策、地場伝統工芸品の消

②弘前市の融資制度について

市議会議員の皆様には日頃より地域経済発展の

費拡大策や北海道斜里町・沖縄県竹富町との友

③日本政策金融公庫（国民生活事業）融

ためご努力を賜り、深く敬意を表する次第であ

好交流について等々、様々な提案がなされるな

る。昨年は安倍政権の経済対策により、回復基

ど、活発な意見交換が行われました。

調とはいうものの、業種や規模、地域によりま

＜総務財政課＞

だ格差があり、中小企業にとってはなかなか回

資制度について
④設備資金貸付、設備貸与制度について
⑤再生支援協議会、産業復興相談センタ
ーについて

復が実感できないのが実情である。本日の懇談

⑥東京中小企業投資育成㈱について

会は、ご出席の市議会議員の皆様から弘前市の

⑦個別相談

経済活性化のためのご意見等を拝聴し、依然と

＜経営支援課＞

して厳しい状況に置かれている当市経済に光明
を見出して参りたく、当懇談会が実りあるもの
となることを念願申し上げる」と述べました。
引き続き、当所から昨年１１月に弘前市に提

近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で河

出した平成２６年度重点要望事項３５項目のう

川の洪水処理能力を超える豪雨災害が頻発し、

さくら共済利益配当金振込のお知らせ

建設部会セミナー開催

浸水による操業停止などが発生しており、浸水
防止のための取組みが課題となっております。

建設部会（吉川功一部会長）では、２月１９
当所会員共済制度「さくら共済」の平成２５
洪水の場合、河川水位の上昇から氾濫に至る
日に「駆け込み需要後の顧客をつかめ！まだ間 年度の利益配当金を３月１９日㈬付で、各加入 までの時間を有効活用し、重要な資機材を安全
に合う増税対策セミナー」と題して、やすらぎ 事業所の口座へお振込みいたします。還元率 な場所へ移動させるなど、事前に水防活動を行
介護福祉設計の代表の齋藤進一氏を講師に講演
は年齢によって変わりますが、５５歳までの方 うことにより、被害が大幅に軽減し、早期に復
会を開催いたしました。
６％、月額掛金で換算すると２口加 旧を図ることができます。
講演では、消費税増税後は駆け込み需要の反 で、約１８．
入１，
６
０
０円に対し、配当金は約２
９８円で実質
このため、国土交通省と青森県では、水防活
動により消費低迷が予想され、先行き不透明な
動の参考となる洪水予報、水位情報、浸水想定
状況にある事から、今後必要となる対応策を中 掛金は１，
３０２円となりました。
心に講演いただきました。特に顧客を取り込む
また給付保険金については死亡保険金が８ 区域などの情報をホームページで提供していま
ためのニーズの把握、他社とは異なるアピール 件の８００万円、災害保険金が１件の４００万円、 す。また、浸水防止の取組をお考えの企業の皆
ポイントを持つ事や提案力・会話力を身に付け
高度障害保険金が２件の２５０万円、入院給付金 様をサポートするため、国土交通省青森河川国
ること、さらに様々な補助・助成制度について
が１８件の１９９．
８万円となっています。同時に 道事務所内に相談窓口「災害情報普及支援室」
も知ってほしいと述べられました。
参加された３１名の部会員は、熱心に聴講し 『振込みのお知らせ』もご送付いたしますので、 を設置し、自衛水防を実施する際に役立つ情報
ていました。
＜情報調査課＞ 明細を必ずご確認ください。 ＜総務財政課＞ を提供しています。
ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４７７件（特別会員含む）
事
（有）宝

業
荘

所

名

代
花田

表

者
哲也

住

所

弘前市葛原大柳１２２−６

営 業 内 容

事業所等の自衛防水に役立つ情報は下記ＵＲＬ
よりご覧ください。

農産物卸売業

国土交通省青森河川国道事務所ＨＰ
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/
disasteprevention/index.html
青森県河川砂防課ＨＰ
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/
kendo/kasensabo/index.html
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マル経資金（小規模事業者経営改善資金）貸

新税率の適用は、いよいよ来月からとなりま

ていたため、増税による利益の減少に気付か

付における「設備資金貸付利率特例制度」のご

した。今回は、消費税の転嫁対策で重要な「資

ず、営業戦略を見誤る、②会社の利益のためと

案内です。

金繰り」と、転嫁対策の全体像をにらんだ「組

思って仕入れ先と行った交渉が、転嫁対策特別

織対応」を考えていきます。

措置法で禁止される「買いたたき」行為になっ

【適用対象】
次に掲げる全ての要件を満たす者
１）法定耐用年数を超過した既存設備を更
新・増強（注１）するために同種の新
たな設備を取得すること。
２）小規模事業者の総資産額に対して一定
規模（注２）の設備投資を行うこと。
３）設備投資計画を踏まえた事業計画書を
提出すること。

資金繰りには今まで以上に注意

てしまう、③税率引き上げへの準備不足や認
識不足のために納期遅れを起こしてしまう、④

下の図をご覧ください。消費税５％の場合

売上げをいつ計上するかの基準が明確でないた

も８％の場合も、税抜売上高１，
０００円、利益

めに、適用税率を間違える、⑤契約書や見積書

１００円は変わりませんが、納税額は２０円だっ

などが総額表示となっていたため、適用税率に

たものが３２円と、１．
６倍に増えています。従っ

ついて取引先とトラブルになる、⑥３月までの

て、消費税は一時的な預り金であり、自社の資

駆け込み需要の獲得と４月以降の反動減への対

金でないということを今まで以上に認識して、 策が不十分で、売上げが減少する、⑦総額表示

【資金使途】
法定耐用年数を超過した既存設備を更新・
増強するための設備資金。（注３）

納税時に資金不足に陥らないよう注意する必要

と外税表示が混在し、その対応で現場が混乱す

があります。

る、⑧消費税に関するクレームや質問の情報共
有、マニュアル化ができていないなどが挙げら

【貸付利率】

れます。これらを一つ一つ確認しながら、組織

貸付後２年間について、小規模事業者経営
改善資金貸付利率−０．
５％。ただし、当該利
率は０．
０５％が下限となる。

としての消費税転嫁対策を是非とも練っていき
たいところです。
また、消費税率引き上げに備えて、組織とし
て転嫁対策の方針を決めることも重要です。①

【 フォローアップ 】

メリハリをつけた価格改定、②価格表示の変

本制度を適用する貸付金額が１，
０００万円を
超えるもの（注４）については、次の確認を
行う。
１）設備完了予定時期を目途に設備投資の
実施の確認
２）前１）のおおむね半年後を目安に、設
備投資効果等の業況確認

更、③新商品の導入・既存商品の高付加価値化
といった対策を、経営者・従業員が一体となっ
て考えたいものです。また、転嫁対策の方針が
決定したら、そのためにやるべき事、注意すべ
き事といった「社内ルール」を設定し、従業員
に周知徹底することも必要となってきます。そ

【留意事項】
１）既存建物の更新・増強に伴って必要と
なるものに限り土地（借地権を含む。）
も対象とする。
２）法定耐用年数を超過した既存設備と同
種の機能を有する設備に加え、それに
関連する一連の設備投資と認められる
ものについては、法定耐用年数を超え
ていなくても、本制度の適用対象とす
る（ただし、更新・増強のための設備
投資の割合が土地を除く設備投資総額
の５０％以上となる場合に限る。）
３）平成２３年度に創設し、平成２５年度
から特定被災区域内に限定して取扱っ
ている「設備資金貸付利率特例制度」
との併用はできない。
４）中古設備を取得する場合も対象とな
る。ただし、法定耐用年数を超過して
いないものに限る。

のためには、対策チームを組織することや、情
報の受発信源を明確に定めた一元管理が有効と
そのためには、日ごろからお金の動きを月
次・週次・日次で押さえておくことが何より
も重要になります。そして、売上げと利益は違

先月と今月２回にわたり、消費税率引き上げ

での日数の改善、②在庫が売れていく期間の把

に向けた対策についてお伝えしてきました。ポ

握と改善、③遊休資産の処分、④売上げ増のた

イントは、今回の消費税率引き上げという大き

めに掛売りを増やさない、⑤任意の消費税中間

な経営環境の変化をきっかけに、価格設定、販

納付制度の活用などの対策を取ることが必要と

売計画、資金繰りなど、さまざまな観点から経

なってきます。

営を見直して、総合的な経営力の強化を図るこ

組織での対応が重要
次に「組織対応」について考えてみたいと思
います。経営陣は転嫁対策を理解し指示をして

た既存設備を取替え更新するもの、
「増

いたのに、現場のオペレーションが回っていな

強」とは法定耐用年数を超過した既存

かったために、結局税率引き上げに対応でき

設備を改良又は機能追加をするものを

なかった、ということがないようしたいもので

いう。

す。具体的には、①税込価格で売上げを管理し

る 総 資 産 額 の １５ ％ を 超 え る も の で
あって、更新・増強のための設備投資
の割合が土地を除く設備投資総額の
５０％以上となるものをいう。
（注３） 設備資金（土地を含む。）のみを資
金使途とするものに限る。ただし、貸
付期間が１年未満となるものを除く。
（ 注 ４） ２ 以 上 の 貸 付 を 同 時 に 貸 付 す る 場
合（利率の異なる貸付又は種別の異
なる貸付を同時に貸付する場合をい
う。）は、当該貸付の貸付金の合計額
が１，
０００万円を超えるものを含む。
＜経営支援課＞

おわりに

うことを認識したうえで、①受取りや支払いま

（注１）「更新」とは法定耐用年数を超過し

（注２） 設備投資総額が直近の決算におけ

なるでしょう。

とができるかどうかです。これから来る大きな
波を乗り越え、これまで以上に安定した経営を
続けられるよう、ぜひ前向きに取り組んでいた
だきたいと思います。
日本商工会議所消費税転嫁対策窓口相談等
事業実施ＷＧ委員／東京商工会議所中小企
業相談センター・コーディネーター／中小
企業診断士 秋島一雄
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平成２６年３月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
弘前市内のアパレルショップによる春夏新

ア・メンズなど幅広いジャンルの春夏を先取り

作ファッションショー「ヒロコレ〜ひろさき

したファッションに「かわいい」
「すてき」と声

コレクション〜」（主催：ファッション甲子園

が上がっていました。

２月８日と２２日、当所主催、当所青年部、
鍛冶町防犯協会、鍛冶町創造委員会主管により
「ひろさき合コンリーグ冬季大会」が開催され

実行委員会）が、ヒロロ４階弘前市民文化交流

会場内では１日限定のセレクトショップを開

館ホールで２月

店。洋服・バッグ・アクセサリーが並び、ショー

同イベントは弘前市の歓楽街、鍛冶町を中心

２３日に開催さ

を見て気に入ったものを購入するなどおしゃれ

とした夜の飲食店の活性化を図るとともに、未

れました。

な若者で賑わいました。

婚の男女に出会いの場を提供するものです。

今回は、市内

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

１２店舗から４３

＜まちそだて課＞

ました。

参加者は男女それぞれ３人１チームとなり、
１晩でお店３件を回りそれぞれ合コンするとい

コーディネー

うスタイルで、チームには３店舗分の店名と、

トが登場。１４

３チーム分の相手チーム名が書かれた指示書

時と１６時の２

が渡され、居酒屋やバーをはしごしながら、そ

回のショーに

れぞれ会話やお酒、食事を楽しみました。また

は、合わせて約

チームを組めない参加者のために個人戦も開催

５００ 名 の 観 覧

し、男女約１４０名が２会場に分かれ集団で合

者 が 詰 め 掛 け、

コンを楽しみました。

ヤング・キャリ

同イベントの
参加者は２日間
で ７４０ 人 と な
り、当日の鍛冶
町は若い男女で
大いに賑わいま
した。
＜情報調査課＞

国家公務員の再就職等規制にご協力を
国民からの批判が大きい問題として、いわゆる天下り問題
があります。国家公務員が退職したのち、民間企業等に再就
職することは禁じられておりませんが、国家公務員法では、
公務の公正性に対する国民からの信頼を確保するため、次の
３つのルールを設けています。

「圧巻！
！津軽三味線３００人大合奏。響け、魂

それを会場のお客様にプレゼントするという初

の音」をテーマに、
「Ｔｈｅ津軽三味線２０１４春」 の企画が好評でした。
が３月８日、弘前市民会館で開催されました。

弘前市民会館の改修工事に伴い、３月開催と

津軽三味線３００人の大合奏をメインに、民謡

なったことで集客減が懸念されましたが、ＪＲ東

や手踊りなども織り込みながら繰り広げられ、 日本、ＪＲ北海道などのご協力のもと、約５００
本場ならではの迫力と感動を体験できる津軽三

名の県外からの観光客をはじめとする多くの来

味線の魅力満載のステージとなりました。

場者は満足そうに会場を後にしていました。

特に今回は、弘前市民会館のステータスであ
る新調された緞帳のお披露目や、津軽三味線の

《お知らせ》
次回開催日は、平成２６年１２月１３日㈯の予

演奏中にステージ上で津軽凧絵を即興で描き、 定です。

＜情報調査課

■再就職の依頼・情報提供等の規制
現役の国家公務員が企業等に対し、他の国家公務員・ＯＢ
の再就職を依頼することや、国家公務員・ＯＢの情報提供等
をすることは禁止されています。
例えば、再就職させたい者の名前や職歴などの情報を企業
側に提供したり、企業側に受け容れ可能なポストや待遇面な
どの情報を照会すると違反となります。
■利害関係企業等への求職活動の規制
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの
相手方となっている利害関係企業等に対し、在職中に求職活
動をすることは禁止されています。
例えば、再就職目的で自分の名前や職歴などの情報を利害
関係企業側に提供したり、利害関係企業側に職務内容や待遇
面などの情報を照会すると違反となります。
■元の職場への働きかけの規制
再就職した国家公務員ＯＢが、再就職先の契約や処分に関
し、便宜を図るよう元の職場に働きかけをすることは禁止さ
れています（ただし、原則として退職後２年間に限ります）。
☆各企業へのお願い
企業の皆様におかれても、規制違反を未然に防ぐ観点から、
国家公務員・ＯＢにこうした行為を求めないようご協力をお
願いいたします。また、規制違反が疑われる行為を見聞きし
た場合には、下記連絡先まで情報提供をお願いいたします。
◇連絡先

内閣府再就職等監視委員会事務局
電話：０３−６２６８−７６６０〜７６６８
ＵＲＬ：http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

