ヘッドライン
◇解説マイナンバー第２回 …２面
◇ものづくりについて
アドバイス支援します …３面
◇お気軽にご相談を
「なんでも相談会」
…３面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp
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会報

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

第２１２回通常議員総会が６月２９日の午後３

を実施したほか、小規模事業者が持続的経営を

時から当所２階大ホールで開催され、９０人の議

行うために必要な経営計画の作成支援を行うな

員（委任状含む）が出席しました。
開会にあたり永澤弘夫会頭が挨拶に立ち、

NO. 696

7

〒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

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

模企業振興委員等の委員委嘱案件のほか、新規

高等学校卒業予定者に対する求人提出及び採用
ど地域密着型の経営支援に努めてまいりました。 活動の早期取組に関する協力要請など１０項目
これらをはじめ平成２６年度事業に成果をあげ の庶務報告がなされました。

「平成２６年度をかえりみますと、わが国経済

ることができましたのも、議員はじめ会員各位

議案審議では、監事より監査報告をいただい

はアベノミクス効果によりデフレ経済から成長

のご理解とご支援の賜物であると深く感謝を申

たあと、平成２６年度の事業報告並びに一般会

経済への移行を果たしつつあるものの、当地域

し上げます。なお、このたびのプレミアム商品

計はじめ各会計の収支決算状況及び剰余金処分

においては景気回復の実感は未だに薄く依然と

券事業については、去る６月２６日から発売を

案についての説明がなされ、いずれも原案通り

して厳しい状況が続きました。このような中で

開始したところ即日完売という結果となり、同

承認されました。

当商工会議所は地域を先導する弘前商工会議所

時に１１月１日までの利用期間がスタートした

また、このたびの総会では商工会議所法の一部

を行動指針に掲げ、関係各位のご協力を得なが

ところであります。本事業により市内各所にお

改正等に伴う定款変更の審議も行われ、議員総

ら引き続き中期行動計画に基づく諸事業を積極

いて販売促進活動が活発に展開されますととも

会の決議事項及び会員資格に係る条文の改正が

的に展開してまいりました。特に弘前大学との

に、商品券発行による消費拡大がみられ、当地

原案通り承認されたほか、１名の欠員が生じて

連携については、新たに弘前市とともに学都ひ

域の経済活性化につながるよう強く期待をして

いた常議員については、株式会社青森銀行取締

ろさき未来基金を創設してのグローカル人材育

おります」と述べました。

役弘前地区統括の杉山大幹氏が選任されました。

成事業に取り組んだところ、多くの会員事業所

議事では、はじめに報告事項として議員職務

より寄附協力をいただくことができており、今

執行者の変更届出や商工技術検定委員及び小規

後とも地元経済界をあげての支援を続けてまい
ります。また、函館・下関商工会議所との経済
交流活動を継続実施してきたほか、新たに松
本・北九州商工会議所を加えた五つの地方商工
会議所による連携事業の検討も開始いたしまし
た。加えて、中小企業の支援強化として、消費
税引き上げに伴う消費税転嫁対策窓口相談事業

なお、平成２６年度の収支剰余金は８０１万円
余りとなりました。
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ファッション甲子園２０１５開催 入場券販売中
高校生のファッション全国№１を競う「ファ
ッション甲子園」が８月２３日㈰に弘前市民会
館で開催されます。
第１５回を迎える今年は、全国１３７校・３，
２８３
点のデザイン画の応募があり、書類選考によっ
て選ばれた３５点（２６都道府県３４校３５チーム）
が弘前に集い、ファッションショー形式の公開
審査で上位を競います。
青森県からの出場は４校４チーム。弘前市か
らは、弘前実業高校から１チームが出場します。
今年のゲスト審査員は、デザイナーの個性と
ユーザーの興味を融合させた次世代ブランド

６月２０日、岩木川河川敷運動公園で、ひろ

「Né-net（ネ・ネット）」のデザイナー・髙島一

さき市民花火の集い実行委員会（ユースサミッ

精氏と、モデルやタレントとしても活躍し、Ｎ

ト弘前・岩木山商工会青年部などで構成）が主

Ｙの「パーソンズ美術大学」を卒業後、さらに

催する第１０回古都ひろさき花火の集いが開催

活動の場を広げているマリエ氏の２名です。

されました。

毎年恒例のアトラクションは、今年のゲスト

当日は晴天に恵まれ会場には５万８千人が訪

審査員も務める髙島一精氏が手掛けるブランド

れ、午後７時からの開会セレモニーの後、打ち

「Né-net」の２０１５秋冬コレクションとなって

揚げが開始されました。

います。現在、出演モデルを募集しています。
その他、昨年度大会優勝作品展示や出場校デ

今年も全国有名花火師制作の名人尺玉共演に
弘前店/弘前大学生協シェリア店/ヒロロ１階イ

より、名人技の華麗な花火が打上げられ、ダン

ザイン画展示、過去大会の優勝作品写真展示な

ンフォメーション

スやよさこいチームの演舞と花火のコラボレー

ども行います。

〈青森市〉成田本店しんまち店/ショッピングタ

ションもあり、会場は大いに盛り上がりました。

入場券は一律５００円・全席自由です。
【第１５回全国高等学校ファッションデザイン

ウンサンロード青森（１階総合サービスカウンター）
イベントの詳細はホームページでもご覧いた

最後は映画『アラジン』の曲に合わせ、７分
半にわたってフィナーレワイドスターマインを

選手権大会（ファッション甲子園２０１５）入場

だけます。

打ち揚げ弘前市の夜空を鮮やかに彩り無事終了

券販売所】

ファッション甲子園ホームページ

いたしました。

〈弘前市〉弘前商工会議所/弘前市まちなか情

http://www.f-koshien.com/

ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局

報センター/上土手スクエア/さくら野百貨店弘

ファッション甲子園実行委員会事務局

前店/弘前市立観光館インフォメーション/中三

＜まちそだて課＞

＜情報調査課＞

昨年に引き続き、
「ＨＩＲＯＳＡＫＩビジネ
スアイディアコンテスト」が開催される事にな
りました。アイディアのグランプリには賞金
『１０万円』。起業化を進める場合には弘前市か
ら『１５０万円』の補助金があります。
企業同士の良い所、修正していきたい部分の
コラボレーションや、普段の生活で不便に感じ
ている事、小さなアイディアから大きなアイデ

昨年好評の「弘前あさいち」が今年も開催中
です。地元の新鮮野菜や陸奥湾直送の海産物、
思った事が、グランプリに・・・そしてビジネ
生花や軽食など盛りだくさんでお待ちしており
スに繋がるかもしれません。
ます。
応募締め切りは７／２１㈫と近づいています。
大好評の「朝得」も毎週実施しており、振る
たくさんのご応募お待ちしております。詳しく 舞いサービスや、数量限定の特価品をご用意し
はＨＰ、または下記にお問い合わせください。 ております。皆様ぜひお立ち寄りください。
◆開催日時
●応募締切：平成２７年７月２１日㈫
毎週日曜朝６：００から９：００（１０月末まで）
●応募方法：申込書に記載の上、ご郵送くだ
◆場所
さい。
えきどてプロムナード（上土手町側）
●ホームページ：http://www.h-yeg.com/idea/ ◆お問い合わせ
●お問い合わせ：弘前商工会議所青年部事務局
弘前市中心市街地活性化協議会事務局
＜情報調査課＞
＜まちそだて課＞
ィアまで広く募集しています。
「あっ！！」と

弘前市内の幼稚園・保育園児たちが制作した
ねぷたを土手町通りで披露する「ちびっ子ねぷ
たのお通りだい」
（主催：同実行委員会）が今
年も開催されます。
今年、３０回目となるこのイベントは、弘前ね
ぷたまつりのオープニングとして、また次代を
担う子どもたちのまつりへの参加意識を高め、
弘前ねぷたの保存継承に寄与するものとして開
催されております。
本年も、９団体の参加が予定されております
ので、当日はぜひ土手町通りにお集まりいただ
き、子どもたちの運行をご覧ください。
◆開催日時

平成２７年７月２６日㈰
１４：５０～１６：１５（予定）

◆コース

旧弘前市役所土手町分庁舎（集合・
出発）→土手町→一番町→桜大通り
（解散）

◆その他

小雨決行（決定は１２：００）

◆お問い合わせ
（公社）弘前青年会議所内
ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会事務局
ＴＥＬ

３４−４４５８
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（小規模事業者経営改善資金）
がんばる企業を応援します。事業資金は“マル経融資”
マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善
をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

３原則として、６カ月以前から商工会議所の経

人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫の

営指導をうけており、経理内容が明らかであ
る

仕入資金、買掛金・手形の決済、給料の支払、
店舗の改装、車両・機械の購入等の事業資金と
して１０万円から申込ができます。
融資限度額は２，
０００万円、利率１．
２５％（平成

F O U N DE R ②

２７年７月１日現在）、返済期間は運転資金が７
年以内、設備資金が１０年以内と大変有利な制

（創業者）」は、当所に創業・起業の相談に
来ていただいた方で資金や各種補助金等のア

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
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

度です。
今年度から始まった「ＴＨＥ ＦＯＵＮＤＥＲ

人以下の建設業・製造業・その他の業種

工会議所の審査会を経て推薦、無担保・無保証
融資制度の一つです。

THE

２従業員が５人以下の商業・サービス業、２０

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＞

おり、税務申告をしている

ドバイスをさせていただき開業に至った方を
ご紹介していくコーナーです。
事業所名：cafe ruuDho（ルードー）

弘前市では、経営改善、新製品・新技術開発、

○新分野への事業展開に係るアドバイスを受

代表者名：村井 龍大・麻矢

新事業展開及び販路拡大等に取り組もうとする

業

種：飲食業／カフェ

「ものづくり中小企業」を対象に、ものづくり

住

所：弘前市上瓦ヶ町１１−２

コーディネーターによるアドバイス支援を行い

■弘前市ものづくりコーディネーター
や ない
たけし
箭内 武 氏

ます。

・平成２２年株式会社ＹＡＮＡＩ総合研究所を

■対象企業

設立、地域企業の経営革新、現場改善及び異業

スペースデネガ１Ｆ
営業時間：１１：００～２１：００
（ラストオーダー２０：００）
定 休 日：火曜日

弘前市内に事業所を有するものづくり中小企
業者で、下記のいずれかに該当するもの
１．経営の課題解決を図り、経営の安定化・強
化を目指そうとするもの
２．新製品開発・技術革新等による新事業展開
を目指そうとするもの
大を目指そうとするもの
４．その他、事業活動上の課題の解決を図ろう

んをご紹介します。当店は美味しいコーヒー
や季節のデザートを提供しています。またイ
ケメンスタッフが作る料理とお酒も楽しめる
お店です。
～オーナー 村井さんからの一言～
「自分も若い頃からカフェでくつろぐ時間が
楽しく、いつか自分でお店をやってみたいと
思っていました。夢が実現できて嬉しいです。
」
中小企業相談所では会員様への通常の経営
支援の他に、起業を目指す方へさまざまな支
援をしていきます。どうぞお気軽にご相談く
ださい。

＜経営支援課＞

お気軽にご相談を！！
『なんでも相談会』
日常、事業や業務を行う中で、許認可の必
要性やその他、商取引でわからないこと、お
困りの方に無料相談会を開催しております。
●開 催 日 ７月１５日㈬・８月１９日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 当所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
●相談内容 許認可申請他法律全般について
※お待ちいただくことのないよう予約制とさ
せていただきます。相談ご希望の方は、事前
にご連絡ください。
＜経営支援課＞

種マッチングなどを支援
■実施方法
日程調整のうえ、各事業所を訪問させて頂き、
アドバイス等を行います。
※企業の費用負担はありません。
■申込方法

３．異業種企業との連携及び新分野への販路拡

今回は６月１日開業の「cafe ruuDho」さ

けたい

とするもの

「ものづくりコーディネーター派遣申込書（様
式）」を、ＦＡＸもしくはメールにてご提出く
ださい。申込書は、弘前市ホームページよりダ
ウンロードできます。

※具体例

申込・お問合せ

○製造現場の生産性向上、品質管理に係るア

弘前市商工振興部産業育成課

ドバイスを受けたい

ＴＥＬ：３２−８１０６

○新製品開発に係る技術的なアドバイスを受

ＦＡＸ：３５−１１０５

E-mail ： sangyo@city.hirosaki.lg.jp

けたい
平成２６年度補正（平成２７年度）実施

小規模事業者持続化補助金追加公募のお知らせ
◇対象者：常時使用する従業員数が２０人以下

装紙・ラッピングの変更等＞

＜卸売業・小売業・サービス業（宿泊業、娯楽

◇補助率：２／３

業以外）は５人以下＞

◆応募について：受付締切は平成２７年７月

◇対象事業：経営計画に基づき、商工会議所の

３１日㈮【当日消印有効】

支援を受けながら行う販路開拓等のための事業

※申請に当っては弘前商工会議所が発行する、

＜広告宣伝、集客力を高めるための店舗改装、

「事業支援計画書（様式４）」が必要です。

展示会・商談会への出店、商品パッケージや包

◇補助額：上限５０万円

＜経営支援課＞
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当所主催イベントへのご協賛ありがとうございます

第２回「 手 間のかかる本人確認 」

解説マイナンバー

当所実施の「ファッション甲子園２０１５」、

第２回は、民間企業で必須となる３つのマイ

そのため、社内の誰が、どのようにして、従

「ひろさきりんごハロウィン２０１５」
「２０１５

ナンバーへの対応（①個人番号の収集、②個人

業員、取引先、株主などから通知カードや運転

津軽の食と産業まつり」、
「Ｔｈｅ津軽三味線

番号の保管、③帳票への記入と行政機関などへ

免許証などの提示を受けるのかを検討しておく

２０１５」にご協賛いただいた方、ならびに事業

の提出）のうち、①個人番号の収集について詳

必要がある。

所の皆様、ご協力ありがとうございました。

しく解説する。

また、代理人から提供を受ける場合には、①

マイナンバー制度の下では、社会保障と税に

代理権の確認、②代理人の身元（実在）確認、

（順不同・敬称略）

関する書類に個人番号を記載する必要がある。

③本人の番号確認が必要となる。代理人から提

㈱永澤興業、前田酒類食品販売㈱、㈱弘前公益

そのため、民間企業は、源泉徴収票などの税

供を受ける場合の典型的な例は、国民年金の第

社、㈱マルノ建築設計、三ツ矢交通㈱、㈱さく

務関係の書類と、社会保険関係の書類に、個人

３号被保険者関係届を、従業員を通じて会社が

ら野百貨店弘前店、ニッカウヰスキー㈱弘前工

番号を記載するために、従業員とその扶養親族

受領する場合である。

場、㈱小林紙工、藤村機器㈱、㈱南建設、㈱青

などの個人番号を収集する必要がある。また、

なお、
「身元（実在）確認」
（運転免許証・旅

森テレビ弘前支社、竹浪板金店、税理士法人ラ

支払調書を提出する取引を行っている取引先と

券などの確認）に関しては、①企業が書類に氏

イズファーム、㈱ユニバース堅田店、㈱大川地

株主からも、個人番号を収集する必要がある。

名・住所などをあらかじめ印字して配布し、そ

【協賛企業・個人協賛のご氏名】

建、㈱スコーレ、㈱陸奥新報社、㈱大伸管工業

個人番号の提供を受ける際には、必ず「本人

所、㈱光美容化学、㈲二唐刃物鍛造所、弘前市

確認」を行わなければならない。具体的には、

運転免許証や旅券などで本人確認している企業

旅館ホテル組合、六花酒造㈱、㈲三浦造園、富

本人から提供を受ける場合には、①番号確認と

において、対面で提供を受ける場合など、③一

士建設㈱、アップルウエーブ㈱、青森放送㈱弘

②身元（実在）確認が必要となる。

度本人確認した同一の者から継続して個人番号

の書類を用いて提供を受ける場合、②入社時に、

前支社、青森三菱電機機器販売㈱弘前支店、テ

「番号確認」とは、番号が間違っていないか

フコ青森㈱、㈲弘前こぎん研究所、㈱角弘弘前

否かの確認であり、個人番号カード、通知カー

支店、カネショウ㈱、㈱弘前天賞堂、㈱山武、

ドまたは住民票で行うのが原則である。「身元

従業員、取引先、株主が多数に上る企業にお

吉川建設㈱、㈱アルク、㈱大高住設、キタエア

（実在）確認」とは、提供している人間がなり

いては、本人確認の事務負担が非常に重くなる

ップル㈱、㈱三喜屋、㈱ユアテック弘前営業所、 すましでない本人であることの確認であり、個
㈱堀江組、㈱第一ビル管理センター、Ｋ－ｂｅ 人番号カード、運転免許証または旅券などの顔

ことが考えられる。本人確認については、前述

ａｕｌａｘ、㈱朝日会館、㈱福島建設、つがる

写真付き身分証明書で行うのが原則である（こ

自社にとって最も負担の少ない方法を確立する

弘前農業
（協）
、㈱弘前丸魚、弘前建設業協会、

れらの書類の提示が困難である場合には年金手

ことが重要である。

㈱日産サティオ弘前、マックスバリュ東北㈱、

帳や健康保険証などを２つ組み合わせて確認す

（牛島総合法律事務所

東奥信用金庫、弘前ガス㈱、㈱介護サポート、

る）。

弘前糖業㈱、弘南バス㈱、弘南観光開発㈱、北

㈱津軽衛生公社、弘前地区電気工事業協同組合、
ひろさき光線治療院、青森朝日放送㈱弘前支社、
㈲三照堂、東和電材㈱、弘前国際ホテル、㈱ア
ール・エー・ビーサービス、㈱ムジコ・クリエ
イト、
（一財）
愛成会、㈱鳴海紙店、三上道明商
店、玉田内科医院、和電工業㈱
※６／２３現在
平成２７年度青森労働局委託事業
生涯現役社会実現整備事業
皆様の事業所（企業・団体等）で

開催費用
負担なし

セカンドライフステップアップセミナー
（生涯現役社会実現職業生活設計セミナー）を
開催しませんか！
高年齢期の生活設計を自らが行い、その設計に沿った
働き方を検討できるよう、概ね５５歳以上の方１０数名
の参加が見込まれる場合は、講師が皆様のもとへお伺い
してセミナーを開催します。ぜひ、開催をご検討ください。
（詳細は、当協会までお問い合わせください。）
①実施期間 平成２７年１２月２５日㈮まで
②テ ー マ 年金一般及び健康保険等の基礎知識
高年齢者の多様な働き方や健康管理ついて
※開催日時、テーマ等については、開催
事業様との協議のうえで決定します。
③所要時間 １時間３０分程度（標準）
④実施費用 講師の派遣費用・テキスト等の直接費用は、
当協会が負担
⑤講
師 当協会所属の特定社会保険労務士と労働
衛生コンサルタント等
お問合せ先／事業実施団体
（一社）青森県経営者協会 担当 木村
〒０３０−０８２３ 青森市橋本２−２−１７
青森県商工会館 ３階

ＴＥＬ０１７−７３４−２５３１ ＦＡＸ０１７−７３４−２５３２

については不要となる。

の方法以外の多様な例外が定められているので、

弁護士・影島広泰）

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４８６件（特別会員含む）

星交通㈱、㈱ミナミ、フジプラント㈱、㈱産交、
㈲東北クリーン、㈱都市計画、弘前電気工事㈱、

の提供を受ける場合で、対面である場合など、

事

業

所

名

ＤＣＭホーマック㈱
ガウスプランニング
㈱薬王堂 弘前安原店
㈱薬王堂 弘前早稲田店
㈱ブルースター 弘前支店
㈱ゆかい
㈱トヨタレンタリース青森 弘前駅城東口店
ジブラルタ生命保険㈱ 弘前第一営業所
ヘアーアンドネイル シュシュ
タムラファーム㈱
リラクゼーションルーム Cori-toru
㈱ヤマケン
合ひろさきマーケット
なりたでんき
㈲ティー・ライズ
㈱シマコーポレーション
ツルハドラッグ 安原店
ツルハドラッグ 城東店
ツルハドラッグ 弘前浜の町店
ツルハドラッグ 弘前神田店
ツルハドラッグ 弘前樹木店
ツルハドラッグ 弘前豊原店
ツルハドラッグ 弘前アルカディア店
ツルハドラッグ 弘前外崎店
ツルハドラッグ 弘前堅田店
プチサロン カリーノ
cafe ruuDho
生活協同組合コープあおもり 西弘店
生活協同組合コープあおもり 松原店
生活協同組合コープあおもり 和徳店
Dining room UP
㈱マイタウンひろさき

代

表

者

石黒 靖規
齋藤 秀光
花田 貴俊
八重嶋聖也
肴 倉
茂
尾崎 洋子
斉藤 恵太
元梅 智治
大坂 考生
田村 昌司
成田千賀子
工藤 惠慈
高橋 信勝
成田 正志
千葉 力男
嶋田 文雄
佐藤真之介
秋 元
悠
柿 崎
翼
田中 幸一
藤田 和康
長谷川 豪
樫山 亘浩
一戸 渉太
北 川
忠
千葉 訓子
村井 龍大
高田 寛之
角 田
一
小西 玲奈
中道 勇輝
大 中
廣

住

所

弘前市早稲田四丁目２－１
弘前市川先三丁目１０－６
弘前市泉野五丁目５－１
弘前市早稲田一丁目４－５
弘前市末広五丁目４－４
弘前市中野一丁目１１－８
弘前市城東一丁目２－１
弘前市代官町１７ 明治中央ビル７階
弘前市品川町８０－１０
弘前市青樹町１８－２８
弘前市品川町４１－１ ロイヤルマンション福原１階
弘前市門外村井５０－１
弘前市駅前町９－２０ ヒロロＢ階
弘前市乳井岩ノ上４５－１
弘前市泉野一丁目４－５
弘前市城東四丁目５－１ ナラオカビル１０３
弘前市泉野一丁目４－５
弘前市田園二丁目３－１
弘前市浜の町西二丁目２－７
弘前市神田五丁目６－２
弘前市樹木四丁目３－１
弘前市豊原一丁目３－４
弘前市扇町三丁目１－２
弘前市外崎三丁目５－１
弘前市堅田二丁目２－２２
弘前市品川町１－４ シナガワーデンビル１０１
弘前市上瓦ヶ町１１－２ スペースデネガ１階
弘前市中野一丁目１３－１
弘前市松原東三丁目２－９
弘前市野田一丁目１－２７
弘前市鍛冶町１ 石岡ビル１階
弘前市駅前町９－２０

営

業

内

容

ホームセンター
建築設計
ドラッグストア、調剤薬局
ドラッグストア、調剤薬局
クリーニング
居酒屋
自動車レンタル
生命保険業
美容院
りんご栽培・加工品製造・販売
リラクゼーション
ガソリンスタンド、建設機械販売等
地場野菜・加工品の販売、弘前あさいち運営等
家電販売
美容業
不動産売買、賃貸、管理
医薬品、化粧品等の販売
医薬品、化粧品等の販売
医薬品、化粧品等の販売
医薬品、化粧品等の販売
医薬品、化粧品等の販売
医薬品、化粧品等の販売
医薬品、化粧品等の販売
医薬品、化粧品等の販売
医薬品、化粧品等の販売
美容業
飲食店
共同購入事業（配達）、店舗事業（生鮮、食品）等
共同購入事業（配達）、店舗事業（生鮮、食品）等
共同購入事業（配達）、店舗事業（生鮮、食品）等
飲食店
商業施設（ヒロロ）の運営管理

