ヘッドライン
◇「建設業の人手不足問題に
係る懇談会」開催 …２面
◇マイナンバー制度の
導入について …３面
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人の参加者で新年を祝いました

３８０

初春を迎えての当所新春祝賀会が、１月５日

経済の好循環の全国各地への波及、中小企業・

いたあと、平成２７年の地域経済の振興と商工

にホテルニューキャッスルで開催され、来賓を

小規模事業者に対するきめ細かい支援、地方創

会議所の一層の発展を期して鏡開きが行われ、

はじめ会員事業所から３８０人が出席して新年

生と総合的な少子化対策などの各政策が速やか

田中弘前市議会議長の乾杯で祝宴に入り、新春

を盛大に祝いました。

に実行されることを強く期待しているところで

を迎えての清々しい雰囲気のなか出席者が各テ

祝賀会では国歌斉唱に続き、永澤会頭が年頭

あります。新しい年を迎え、当商工会議所とい

ーブルを回り新年の挨拶を交わすなど交流を深

の挨拶に立ち、
「昨年のわが国経済は、アベノミ

たしましても、地域経済を早期に明るい希望の

めました。

クス効果により多くの経済指標が改善を示すな

持てる未来へ誘導することができるよう、青森

なお、当所の新春祝賀会は、毎年仕事始めの

ど、全体としては回復の道をたどりながら２０

県や弘前市をはじめ国立大学法人弘前大学、弘

日に開催されており、今年の席上では平成２６

年間続いたデフレを徐々に脱却しつつあるが、

前観光コンベンション協会、弘前市物産協会な

年中に多年にわたるご功績が認められての叙勲、

地方経済及び当地域においては依然として厳し

ど、関係機関との連携を更に密にしながら地域

大臣表彰、弘前市ゴールド卍賞を受賞された会

い状況が続きました。また、昨年末の衆議院議

を先導する弘前商工会議所を目指して邁進して

員事業所の５人の方々に記念品の盾を贈呈して

員総選挙の結果は、安倍政権に対する国民の高

参りますので会員各位の一層のご支援とご協力

の顕彰が行われたほか、当所独自の顕彰制度で

い評価と安定した政権による強力な政策実行へ

をお願いしたい」と述べました。

ある街づくり大賞の表彰も行われ、第１４回目

佐々木副知事並びに葛西弘前市長より祝辞を頂

の大賞受賞者に表彰盾と副賞が贈呈されるなど、
出席者一堂で受賞者のお祝いも行いました。

鏡開きの様子

今回の選挙において示した、力強い景気対策と

街づくり大賞の表彰

引き続き、来賓を代表して青森県知事代理の

受賞者の顕彰

の期待を反映したものであり、特に安倍政権が

まんじ会による
三味線演奏
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弘前市に対する重点要望事項の詳細について
当所と弘前市では毎年共催により、永年勤続
優良従業員表彰式を開催しております。

と当所会頭との連名表彰の対象となる方が２２
名（下記名簿参照）、弘前市長と当所会頭との

これは市内の事業所に永年勤務され、弘前市

連名表彰の対象となる方のうち、２０年～２９

商工業の発展に尽くされた方々の労を称えるも

年は３２名、１０年～１９年は６４名となってい

のです。

ます。

今回表彰されるのは、３８事業所から推薦さ
れた１１８名の方々です。

表彰されます皆様の永年の努力を称えると共
に、今後の益々のご活躍を期待いたします。

勤続年数３０年以上で、日本商工会議所会頭
勤続
年数

事

業

所

名

氏

勤続
年数

名

46 弘鉄電気工事 株式会社

松

橋

44 弘鉄電気工事 株式会社

白

戸

孝

42 弘鉄電気工事 株式会社

清

野

41 弘鉄電気工事 株式会社

＜情報調査課＞
事

業

所

名

氏

名

武

33 株式会社 弘前燃料

下

山

清

勝

徳

30 株式会社 キング

對

馬

録

孝

眞裕美

30 グリーン交通 株式会社

小

林

昌

之

八木橋

睦

子

30 グリーン交通 株式会社

肥

後

義

光

41 株式会社 マルノ建築設計

三

浦

宗

夫

30 グリーン交通 株式会社

三

上

40 株式会社 堀江組

丹

藤

幸

広

30 弘果弘前中央青果 株式会社

齋

藤

彰

寿

35 弘果弘前中央青果 株式会社

三

上

満

30 弘果弘前中央青果 株式会社

福

田

美

継

35 弘果弘前中央青果 株式会社

山

田

博

30 株式会社 弘前公益社

猪

股

良

二

34 株式会社 産交

岩

渕

淳

30 株式会社 堀江組

太

田

毅

智

34 株式会社 産交

竹

内

久

喜

30 株式会社 松尾

石

岡

律

子

34 株式会社 産交

三

浦

勝

利

30 株式会社 ゆうネット弘前

須

藤

政

勝

忠

真

「建設業の人手不足問題に係る懇談会」開催
平成２６年１１月１８日弘前市主催により、

ほしいとの依頼がありました。

弘前建設業協会、弘前地区電気工事業協同組

１２ 月 １８ 日 に 開 催 さ れ た 第 ２ 回 目 の 懇 談

合、弘前管工事業協同組合、弘前公共職業安

会は、それぞれの団体から対策案が報告され

定所、弘前高等技術専門校、弘前工業高等学

ました。

校、職業訓練法人弘前職業訓練協会、弘前商
工会議所建設部会（吉川功一部会長）の代表
が出席して「建設業の人手不足問題に係る懇

当所建設部会からは、以下の三項目を提案
しました。
１短期対策

談会」が開催されました。これは、建設業に
おいて震災復興等による需要増大により各

公共工事発注を平準化
待遇改善への支援

２中期対策

官民連携による建設業に特化し

種技術者をはじめとする人材が被災地や首

た入職支援施設、技術者育成施

都圏に流出しているとの報道があり、市で実

設の設置と運営

施したアンケート調査結果からも人手不足

３長期対策

建設業のイメージアップと将来

の状況にあるという結果を踏まえて、その対

の担い手の育成・確保のための

策について協議したものです。

支援強化

はじめに、弘前市から現状を把握するため

これらの提案を受け弘前市は、今後も行政

実施した建設系事業所へのアンケート調査

と業界が連携しながら問題解決に向け、方向

報告があり、その後情報の共有を図るために

性を検討し、取り組んでいくための「弘前市

出席した団体からそれぞれ現状の報告があ

建設業入職促進・人材育成推進会議」を組織

りました。最後に、葛西市長から、次回開催

することとし、継続的に情報交換や協議を継

までにそれぞれの団体に対策案を提案して

続していくこととなりました。＜情報調査課＞

１２月号にて、弘前市に対する要望事項の主な
項目の内容をご紹介いたしましたが、今回はそ
の続きを掲載いたします。
〔要望１５〕
：
「弘前の地酒とシードルで乾杯条
例」の制定について：弘前独自の物産、食文化
への更なる関心向上に向けた取り組みとしての
「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」を理念条
例として、早期制定を要望するものです。
〔要望１７〕：多言語対応が可能な人材（従業
員）の養成について：弘前市内の商業・観光施
設、飲食店では外国語対応が出来る人材が不足
しております。言葉の壁が接遇の障害になって
いる現状があり、海外からのお客様を温かく迎
え入れるためにも多言語対応が可能な人材（従
業員）の養成を要望するものです。
〔要望１８〕：岩木山の豊かな環境を活用した
岩木地区の活性化について：岩木山の自然や環
境を活かした、下記の活性化策を要望するもの
です。
①岩木山運動公園、ネックレスロード、岩木
川等、２０２０年に開催される東京オリン
ピックを見据えた、スポーツコンベンショ
ンや合宿地の戦略的な誘致。
②野外コンサートやフェスが開催できる誘客
施設の設置。
〔要望１９〕：弘前公園の観光機能強化策につ
いて：弘前市の観光拠点である弘前公園の観光
機能強化策として、馬車の運行や、西堀での屋
形船の運航といった通年楽しめる事業の検討・
実施による更なる観光客誘致を図っていただき
ますよう要望するものです。
〔要望２１〕：四大まつり運営委員会の設置に
ついて：現在、弘前さくらまつり、ねぷたまつ
り、菊と紅葉まつり、雪燈籠まつりについては、
まつりごとに委員会を設置・運営を行っており
ます。つきましては、主催四者を中心に、より
効果的・効率的な４大まつり運営体制を図り、
「弘前感交劇場」のコンセプトのもと、ビッグ
データ・オープンデータを活用し、オール弘前
体制を構築することで山積している課題解決を
めざす必要がありますので、「四大まつり運営
委員会」の早急な設置を要望するものです。
〔要望２２〕：創業支援の充実について：先般、
国の「創業特区」に指定された福岡市では起業
を望む若者と既存企業の経営者の交流の場作り
や、起業に対する融資制度の充実、起業手続き
の簡略・短縮化、法人税減免や、自治体による
新規企業への優先発注などの支援策を講じるな
どして、新規事業の立ち上げがし易い土壌作り
を積極的に行っております。弘前市においても
「創業特区」認定を目指すなど、創業支援の充
実を要望するものです。
〔要望２４〕：学生対象の溶接技術講習会並び
に溶接競技大会開催の際の支援について：現在、
弘前市においては学生を対象とした溶接技術講
習会並びに競技大会は開催されておりません。
溶接技術が「もの作り」の基盤技術となり工業
分野でも中枢を占めるものでもあり、その技術
伝承が就職率の向上の一翼を担うものでありま
す。現在、宮城県・福島県などでは講習会・競
技大会は開催され、それが後継者の育成に寄与
していることから、弘前市においても、溶接技
術の講習会並びに競技大会の開催の際には支援
を要望するものです。
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社会保障・税番号制度の導入により、平成２７
年１０月以降に、個人番号（社会保障分野・税
分野等に利用範囲を限定）及び法人番号の通知
が行われ、平成２８年１月以降、番号の利用が
開始されます。税務署へ提出いただく申告書・
法定調書等にも個人番号・法人番号の記載が必
要となります。
▼所得税及び復興特別所得税
平成２８年分の申告書から
▼法人税
平成２８年１月以降に開始する事業年度に係
る申告書から
▼法定調書

3

当所では、所得税と消費税の確定申告につい
送付された確定申告書（所得税・消費税）
て、申告書や決算書の作成や内容に関する相
送付された収支決算書または収支内訳書
談・指導を実施します。記入の仕方がわからな
送付された申告のお知らせハガキ
い、自分で記入したがチェックしてもらいたい、
売上以外の収入のわかる源泉徴収票など
完成した決算書を基に経営の相談をしたいなど、
小規模企業共済等掛金払込証明書
様々なご要望にお応えします。
生命保険料控除証明書
また、申告の際にはｅ－Ｔａｘの利用をお勧
地震保険料控除証明書
めします。パソコンから国税庁の提供するホー
長期損害保険料控除証明書
ムページを利用して、決算書と確定申告書の作
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
成が可能です。パソコンをお持ちでない方も、
国民年金基金の社会保険料控除証明書
当所のパソコンを利用して、入力の指導を受け
国民健康保険料などの納付書（１月〜１２月分）
ながら申告してみましょう。
総勘定元帳や経営管理ノートなど売上・仕入・経
なお、期間中は大変混み合いますので、なる
費の数字をまとめたもの
べく事前に予約のうえお越しください。予約の
控除対象となる配偶者や扶養親族がいる場合、そ
ある方を優先して対応いたします。
の方の前年中の所得額のわかるもの
例年申告期限が近づくほど混み合いますし、
（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
記入や添付書類の不備があるとさらに時間が必
（医療費控除がある場合）
要となりますので、早めに申告しましょう。
個人別・支払先ごとのレシートや領収書
◆所得税の確定申告期間
（税金の還付がある場合）
平成２７年２月１６日㈪～３月１６日㈪
申告者名義の金融機関と口座番号のわかるもの
◆消費税の確定申告期間
申告する方の印鑑
平成２７年２月１６日㈪～３月３１日㈫
◆当所での相談対応時間
税理士特別相談日
上記期間（土・日・祝除く）の９：００～１７：１５
税理士による税務相談を実施します。相談希
※ただし最終日はいずれも１２：００まで
望の方は、事前にご予約ください。
◆場所
◆開催日時
弘前商工会議所５階相談コーナー
平成２７年２月２７日㈮・３月６日㈮
◆お持ちいただくものチェック表
３月１０日㈫・３月１２日㈭
１０：００～１６：００
＜経営支援課＞
（お手元に無い場合もあります）

平成２８年１月以降の金銭の支払い等に係る
ものから
※法定調書の対象となる金銭の支払いを受ける

マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善

者等の番号も記載する必要があります。

をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

▼申告書・届出書

工会議所の審査会を経て推薦、無担保・無保証

平成２８年１月１日以降に提出するものから
※詳しい情報は国税庁ホームページにてご確認

人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫の
融資制度の一つです。
仕入資金、買掛金・手形の決済、給料・ボー

ください。http：//www.nta.go.jp
＜経営支援課＞

ナスの支払、店舗の改装、車両・機械の購入等
事業資金として様々な用途にご利用いただけ
ます。

１

２

３

４

５

受講訓練
免許・資格・
住所
職歴・経験等
受講期間
専門知識・技術等
普通自動車免許
Webデザイン・
エクセル２級、ワード３級
事務１年１ヶ月
Web担当者
弘前市 データーベース化アクセス１級
製造管理１１年
ホームページ作成１級
養成科
プレゼンテーション作成２級
電算室
エクセル（サーティファイ）３級
４ヶ月
Webデザイン・
販売、事務６ヶ月
Web担当者
弘前市 フォトショップクリエイター
事務職１年６ヶ月
養成科
製造６ヶ月
４ヶ月
普通自動車免許
Webデザイン・
エクセル１級、ワード１級
Web担当者
弘前市 Photoshopエキスパート
養成科
Webクリエイター初級
Illustratorエキスパート
４ヶ月
普通自動車免許
Webデザイン・
表計算１級、危険物乙種第４類 製造３ヶ月
Web担当者
弘前市 文書デザイン３級、珠算２級
製造２ヶ月
養成科
情報処理検定１級、暗算３級
販売２ヶ月
HP作成検定３級、日商簿記３級
４ヶ月
普通自動車免許
Webデザイン・
博物館学芸員、図書館司書
家庭教師２ヶ月
Web担当者
弘前市 漢字検定２級、Illustratorスタン
ダード、Photoshopエキスパート アルバイト１ヶ月
養成科
ワード・エクセル２級
家庭教師２年
Webクリエイター初級
４ヶ月

希望月収（万）
希望勤務地
１３
弘前市内
及び近郊
１５
弘前市内

２０
青森県内

１２
弘前近郊
１５
弘前市・
平川市・
黒石市

ガーデニング
６ （園芸）科 弘前市
６ヶ月

普通自動車免許
危険物取扱者乙種４類
自動車整備士（３級シャシ）
アーク溶接技能者
ガス溶接技能者

塗装工２年８ヶ月
１５
食品加工６ヶ月
弘前市内
清掃６ヶ月

ガーデニング
７ （園芸）科 弘前市
６ヶ月

普通自動車免許
特別教育（３トン未満の小型車両
系建設機械、自由研削といし取
替え等）、安全衛生教育（刈払機
取扱作業者、振動工具取扱作業
者、丸のこ等取扱作業従事者）

卸業１８年６ヶ月
卸業２１年６ヶ月

ガーデニング
８ （園芸）科 弘前市
６ヶ月

普通自動車免許（AT限定）
３トン未満の小型車両系建設機
械運転特別教育修了

６
販売５年６ヶ月
（パート）
販売２年１１ヶ月
弘前市内

２０
弘前市

ガーデニング
９ （園芸）科 弘前市
６ヶ月

普通自動車免許
小型車両系建設機械運転（３ｔ未
満）

営業、サービス
３９年１０ヶ月

ガーデニング
１０ （園芸）科 藤崎町
６ヶ月

普通自動車免許
ホームヘルパー２級
小型車両系建設機械運転（３ｔ未
満）

９
（パート）
介護職１年１１ヶ月
藤崎・黒石
介護職７年
田舎館・
介護助手２年
弘前

２０
弘前地区

※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。

融資限度額は２，
０００万円、利率１．
３５％（１

おり、税務申告をしている。
２従業員が５人以下の商業・サービス業、２０人
以下の建設業・製造業・その他の業種。
３原則として６カ月以前から商工会議所の経営
指導をうけており、経理内容が明らかである。
４納付すべき税金をすべて完納している。
５１，
５００万円を超える申込みの場合は事業計画
書の作成が必要になります。
はじめてご利用の方へ
融資を受けるには、従前から商工会議所の経

月３１日現在）、返済期間は運転資金が７年以内、 営指導を受けていることが必要です。
当所の経営指導員にお早目の相談をおすすめ
設備資金が１０年以内と大変有利な制度です。
申し込みいただける方は
１弘前商工会議所管内で１年以上事業を営んで

します。
＜経営支援課＞

お気軽にご相談を !! 『なんでも相談会』もちろん無料です
日常、事業や業務を行う中で、許認可の必要

●相 談 員

性やその他、商取引でわからないこと、お困り

桔梗行政書士事務所
行政書士

竹内知弘

の方はどうぞお気軽にご相談ください。

●相談内容

●開 催 日

２月１８日㈬・３月１８日㈬

※お待ちいただくことのないよう予約制とさせ

●時

間

１３：００～１７：００

ていただきます。相談ご希望の方は、事前にご

●場

所

当所５階相談コーナー

連絡ください。

許認可申請他法律全般について

＜経営支援課＞

国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）では、 （手順）で情報提供していただくようご協力を
確定申告に関する各種の情報を入手することが

お願いいたします。

できる「確定申告特集ページ」が開設されてお

①国税庁ホームページのトップページにある

り、その中の「源泉徴収義務者の方へ」に、給

「確定申告特集」のバナーをクリック

与所得者の皆様へのお知らせ「あなたの確定申

②「源泉徴収義務者の方へ」をクリック

告をサポートします」が掲載されています。こ

③「確定申告特集ページご案内の情報データ」

れは、確定申告をする会社員の方に、申告書作

中のデータをダウンロード（７種類のデータの

成に便利な「確定申告書等作成コーナー」等を

中からお選びください。）

ご案内するものです。

④回覧、配布、メール送信、電子掲示板への掲

つきましては、御社の社員の皆様に次の方法

載などの方法により、社員の皆様に情報提供

4

第691号

平成２７年２月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

平成２６年度会費納入のお願い
ファッション甲子園実行委員会では、ファッ

平成２６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
いる振込用紙で年度内にご納入いただきま
すようお願い申し上げます。
お振込みの際は、振込用紙に記載されて
いる金融機関をご利用いただくと、手数料
無料でご納入いただけます。
また、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。

ションによるまちづくり振興事業として、「ヒ
ロコレ～ひろさきコレクション～ｖｏｌ．
６」を
開催します。
弘前市を中心としたアパレルショップが、
２０１５年春夏のおすすめコーディネートをファ
ッションショー形式で紹介。気になるコーデを
試着したり、参加店のスタッフさんと会話を楽
しんだりしながら、春を先取りしてみてはいか
がでしょう？
会場内には１日限定セレクトショップを設け、
今回はネイルやまつげエクステのブースも登場
します！
モダンからクラシカル、フォーマルからカ

１月２１日、ファッション甲子園２０１５のポ

ジュアルまで多彩なブランドを取り揃えており

スター等広報物原画の審査会が行われました。

ます。
開 催 日

青森県内の高等学校から３１点の応募があり、
石川善朗審査員長（弘前大学教育学部美術教育

平成２７年２月２２日㈰
場
所

講座教授）を中心に審査した結果、最優秀賞（採
用作品）１点、優秀賞２点が選出されました。

弘前市民文化交流館ホール（ヒロロ４階）
時
間

採用者には副賞として、図書カード、ファッ
ション甲子園２０１５ペア招待券、ペンタブレッ

＜ファッションショー＞

ト（パソコンでイラスト作成・加工が簡単にで

１４：００～１４：３０（１回目）

ＳＨＯＯ．
ＬＡ．
ＲＵＥ、

きるタブレット）が贈られ、採用作品はファッ

１６：００～１６：３０（２回目）

Ｓｐｉｃｅ Ｇｉｒｌｓ Ｍｉｘ、

ション甲子園２０１５の募集要項、ポスターなど

＜１日限定セレクトショップ＞

ＴＨＥ ＳＨＯＰ ＴＫ ＭＩＸＰＩＣＥ、

の広報物に使用されます。

１１：００～１７：３０
入 場 料

チチカカ、Ｂａｌｌｅｎｙ

＜審査結果＞

Ｓｐｉｃｅ Ｍｉｘ、

最優秀賞（採用作品）

無料

ｅ．
Ａｎｇｅ、Ｎ♡ｃａｎ

黒石商業高校

※ファッションショー観覧は定員（３００名）

＜１日限定セレクトショップ＞

作品名：Sweets in Girl’s Fashion

になり次第締め切ります
参 加 店

â ｇｅ、ａｎｃｃｉｃａ、ＣＩＥＮＴＯ、

２年

今

六 戸 高 校

＜ファッションショー＞

ＬＩＺＬＩＳＡ ｖ．ｓ．ｏ．ｐ

作品名：Strange Color

â ｇｅ、ａｎｃｃｉｃａ、

ＢＡＭＢＯＯ（ネイル）、プランタン・ミュー

ＣＲＥＡＭＹ ＰＲＩＳＯＮ、ｉｃｏｎａｍ、

（ネイル）、Ｋ－ＴＷＯ＆ＢＵＺＺ ＨＡＩＲ

弘前実業高校

ＬＩＺＬＩＳＡ ｖ．
ｓ．
ｏ．
ｐ、

（まつげエクステ）、弘前こぎん研究所（展示）

作品名：創造は無限大

ＭＥＺＺＯＮ ｈｉｒｏｓａｋｉ、

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

昨年のショーの様子

敦

也

優秀賞

ＣＲＥＡＭＹ ＰＲＩＳＯＮ、ｉｃｏｎａｍ、

Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｋｓ ｔｏｐｉｃ、

井

２年

黒

沢

恋

優秀賞
２年

佐々木

志

＜まちそだて課＞

最優秀賞
作品名「Sweets in Girl's Fashion」

歩

