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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

津軽の夏の風物詩、弘前ねぷたまつりが８月
幻想的な武者絵とともに「ヤーヤドー！」の掛
け声が弘前の中心街に響き渡りました。
昨年の事故を受けてこれまで以上に安全対策
を徹底した今年のねぷたまつりでは、８０団体
が出陣し、期間中多くの観衆を熱狂の渦に巻き
込みました。最終日となる８月７日には「なぬ

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

青森県知事賞（扇）受賞の
茂森新町ねぷた同好会
１日に開幕し、夏の夜空に浮かび上がる勇壮で

8

かびおくり」と題してねぷたを燃やし、フィナ
ーレとなりました。
また、７月２６日には本番に先駆けて、市内の
園児らによる「ちびっ子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＞

ちびっ子ねぷたの様子

2
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解説マイナンバー

第３回「 安 全 管 理 措 置 が 必 要 に」

当所主催イベントへのご協賛ありがとうございます

第３回は、民間企業で必須となる３つのマイ

一般の企業においては取扱規程などの策定が

当所実施の「ファッション甲子園２０１５」、

ナンバー対応（①個人番号の収集、②個人番号

義務とされている。これに対し、中小規模事業

「ひろさきりんごハロウィン２０１５」
「２０１５

の保管、③帳票への記入と行政機関などへの提

者では、その策定は義務ではないが、①特定個

津軽の食と産業まつり」、
「Ｔｈｅ津軽三味線

出）のうち、②個人番号の保管（安全管理措置） 人情報などの取り扱いなどを明確化する、②事
について詳しく解説する。
務取扱担当者が変更となった場合、確実な引き

２０１５」にご協賛いただいた方ならびに事業所

特定個人情報（個人番号が含まれた個人情報） 継ぎを行い、責任ある立場の者が確認すること
は、個人番号を記載した書面を行政機関に提出 が求められている。

【協賛企業・個人協賛のご氏名】

する場合など以外は保管してはならない。従っ

小山せんべい店、㈱角長、弘前りんご商業㈿、

て、書面を提出する事務を行う必要がなくなっ
た時点で個人番号を廃棄・削除しなければなら

組織的安全管理措置として、一般の企業にお

の皆様、ご協力ありがとうございました。
※７／３１現在（順不同・敬称略）

いては、システムログまたは利用実績の記録や、 ㈱青南商事、津軽警備保障㈱、㈱青森銀行、㈱
特定個人情報ファイルの取り扱い状況を確認す サンワドー、㈱東奥日報社弘前支社、弘果弘前

ない。このように廃棄・削除が義務である点が、 るための手段の整備などが義務化されている。
個人番号の大きな特徴である。例えば、従業員 これに対し、中小規模事業者では、①特定個人

中央青果㈱、㈱八木橋薬局、㈿日専連弘前、弘

の個人番号は、退職後、
「扶養控除等（異動）申

情報などの取り扱い状況の分かる記録を保存す

㈱ナイトマーケット、東北電力㈱弘前営業所、

告書」の法定保存期間である７年が経過した時

る、②情報漏えいなどの事案の発生などに備え、 ㈱みちのく銀行、㈲イーエム総合ネット弘前、
従業者から責任ある立場の者に対する報告連絡 ㈱シバタ医理科、㈱栄研、ＮＴＴ東日本弘前支

点で、廃棄・削除する必要がある。

和建設㈱、㈲小野印刷所、Ｐｅｔｉｔｂｏｕｒ、

個人情報保護法は、５千件以下の個人情報の

体制などをあらかじめ確認しておく、③責任あ

店、食事処「稲穂」、フラワー観光㈱、㈲ある

みを取り扱う企業には適用がなかったが、マイ

る立場の者が、特定個人情報などの取り扱い状

ふぁ萢中、竹浪釣具店、東北通信工業㈱、㈱石

ナンバー法は全ての企業に適用がある。従って、 況について、定期的に点検を行うことなどが求
これまで個人情報保護法が定める安全管理措置 められている。

郷岡、弘南建設㈱、㈱あおもり総合管理、くど

などを講じてこなかった中小企業においても安

ルチャー、イマジン㈱、弘前堅田生花㈱、㈲心

全管理措置を講じる必要があるため、大きな影

また、人的安全管理措置として、事務取扱担
当者の監督および教育が必要である。

響がある。

うかんばん、弘前東栄ホテル、㈱かさい、㈱カ
工務店、佐藤栄子、㈱ラグノオささき、ブナコ

物理的安全管理措置としては、さまざまなこ

㈱、亀屋たこ焼店、㈲ジュエリーかまた、㈱

ただし、マイナンバー法のガイドラインが定

とが求められている。典型的な例としては、特

アート不動産、青い森信用金庫、弘前銘醸㈱、

める安全管理措置には、
「中小規模事業者」
（従

定個人情報が保存されたＰＣが盗難に遭わない

㈱千代田信用、油川社会保険労務士事務所、㈱

業員数が１００人以下の企業であって、委託を

ように管理を厳重にした上で、帳票を取り扱う

ホテルニューキャッスル、合同会社西谷

受けている企業や金融分野の企業などを除いた

担当者以外の従業員が見ることができないよう

もの）に対する軽減措置が定められている。

オフィスの座席の配置などを工夫して間仕切り

まず、安全管理措置の前提として、①個人番

を設置したり、オフィスから帳票を持ち出す際

号を取り扱う事務の範囲、②特定個人情報など

には封筒や鞄に入れることなどが求められる。

今年１月に東京で専務理事会議を開催し、今

の範囲、③特定個人情報などを取り扱う事務に

さらに技術的安全管理措置として、情報が漏

後の連携促進に関して合意形成がなされた「地

従事する従業者（事務取扱担当者）を明確にす

えいなどしないようさまざまな技術的な措置が

方商工会議所地域連携事業（仮称）」の第１回事

ることが必要である。例えば、①は源泉徴収票

求められている。中小規模事業者においては、

務局会議が６月３日・４日の両日、下関商工

を取り扱う事務、②は従業員・扶養親族などの

特定個人情報を取り扱うＰＣをインターネット

会議所で開催されました。

氏名・個人番号、③は税務関係の帳票を取り扱

に接続しないか、ファイヤーウォール機能のあ

う経理担当者、と明確にすることになる。その

るルーターを使用するなどして外部からのアク

上で、基本方針を策定することが重要であると
されている。

州の４商工会議所に加えて、初参加の上田商工
セスを防止することが、最低限求められている。 会議所の事務局職員が参加し、１月の専務理事
（牛島総合法律事務所 弁護士・影島広泰）
会議後の各所の反応や、来年度以降の本格的事

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４９３件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

会議には当所の他、函館・松本・下関・北九

住

所

営

業

内

容

業展開に向けて、事業内容の提案が各所から行
われました。
当所からは１０月に克雪トレーニングセンタ

いなみや菓子店

稲見

茂男 弘前市富田一丁目６－５

和菓子の製造、販売

ーで開催を予定している「津軽の食と産業まつ

㈱呉服うめはら

三上

広明 弘前市土手町１２３

呉服販売、古物商

り」において、既に出展をいただいている函館・

㈲テト・エキュップ

白川

美容業

㈱ローソン 運営本部 東北運営部 青森西支店

石井

下関両商工会議所に松本・上田・北九州を加え

さくらや

佐々木

㈱秀基礎サポート

佐々

幸秀 弘前市城東中央四丁目１１－５

建設・土木業

うかと提案し、各所とも前向きに検討をしてい

桜庭建築

桜庭

清光 弘前市藤代平田２０２－３

建築業

くとのことでした。

ほっともっと弘前早稲田店

吉廣

持ち帰り弁当の製造、販売

その後行われた意見交換では、首都圏での６

㈲ＹＫ保険サービス

山内

茂美 弘前市新寺町６６－４

損害保険・生命保険代理業

商工会議所共同催事の実施や、遠隔地ゆえの希

㈱ＴＰＷ

福士

祐一 弘前市福田一丁目４－１３

地域密着型プロレス団体

少性を活かして物産・工芸・観光など多方面で

徹 弘前市青山二丁目２４－３
敦行 青森市青葉二丁目２－５
喬 弘前市大清水四丁目９－７

淳 弘前市早稲田一丁目２－２

コンビニエンスストア等の経営
馬肉煮込みの製造・販売、馬刺し販売

会議所共済加入者のための映画鑑賞会を実施します
●上映作品 『ジュラシック・ワールド』

た「地方商工会議所連携ブース」を設けてはど

の連携・交流の可能性が検討されました。経済
交流の密度を年々太くしていくため、日商や商

現在、弘前商工会議所共済制度にご加入され

工中金のビジネスマッチング制度を活用しなが

●上 映 日

平成２７年９月８日㈫ １８：３０

ている方は、担当推進員までお問い合わせくだ

ら、今後も「実のある関係」を結んでいくとい

●場

イオンシネマ弘前

さい。

うことで意見が一致しました。

所

（旧ワーナー・マイカル・シネマズ弘前）

なお、今回、加入者以外で１０名の方に限り

会議後は下関・北九州両市内の視察が行われ

今度の舞台は、前回の２２年後。インジェン

ご招待いたします。ご希望の方は、官製はがき

ました。関門海峡を挟み、古くから日本の歴史

社からマスラニ社に所有権が移った島は、再び

に事業所名・所在地・氏名・電話番号・希望枚

と産業の中心であった両市の奥深さを感じるこ

ジュラシック・ワールドとしてオープンするの

数（１事業所２枚まで）をご記入の上、当所内

とができました。また、両日行われた懇親会で

だが・・・

「弘前商工会議所共済制度・映画鑑賞会」チケッ

は他会議所職員との交流を深めることができま

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。

トプレゼント係までハガキにてご応募ください。 した。
（締切は８／３１必着）

＜まちそだて課＞

第697号

平成２７年８月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事

◇掛金は全額所得控除

業主（共同経営者含む）または会社等の役員の

掛金は、その年に支払った全額が「小規模企業

方が事業をやめられたり、退職されたりした場

共済等掛金控除」として、その年の課税対象所

合に、生活の安定や事業の再建を図るための資

得から控除できます。

金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

◇共済金の受け取り

◇加入対象の条件

弘前ＹＥＧ、青森県代表として東北大会へ！
！

3

共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満

常時使用する従業員の数が２０人以下（商業・

期はありません。共済金は一括受取りの場合

サービス業では５人以下）の個人事業主（共

には退職所得扱い、分割受取の場合には公的

同経営者含む）および会社の役員です。加入

年金等の雑所得扱いとなります。

時の年齢の上限はありません。

◇担保・保証人不要で貸付制度が利用可能

◇掛金

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、

毎月の掛金は、１，
０００円～７０，
０００円の範囲内

臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証

（５００円単位）で自由に選べます。

人不要で受けられます。

貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」

共済金の貸付けは、
「無担保・無保証人」
「無

という事態はいつ起こるかわかりません。

＜経営支援課＞

利子」です。

経営セーフティ共済（正式名称：中小企業倒
産防止共済制度）は、そのような不測の事態に
直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸

◇掛金
毎月の掛金は、５，
０００円～２００，
０００円の範囲
内（５，
０００円単位）で自由に選べます。
◇税法上のメリット

しする共済制度です。

掛金は、税法上損金（法人）または必要経費

◇貸付
７月４日、むつグランドホテルにて、青森県

取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収

（個人事業）に算入できます。

商工会議所青年部連合会平成２７年度事業大賞

困難になった場合に、
「納付された掛金の１０

詳しくは当所までお問い合わせいただくか、

県連審査会が開催されました。

倍（限度額８，
０００万円）」と回収困難となっ

中小企業基盤整備機構のホームページをご覧

青森県内のＹＥＧが実施してきた事業を７分

た売掛金債権等の額」とのいずれか少ない額

ください。

間でプレゼンし、その事業の内容、将来性が評

の範囲内において、共済金の貸付けが受けら

http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

価されるこの審査会において、弘前ＹＥＧの事業

れます。

「中心歓楽街再生プロジェクト『鍛冶町活性化
計画』～フォークダンスから合コンリーグ−そ
してめくるめく未来へ～」が見事青森県連グラ
ンプリに選ばれました。
９月１９日に石巻市で開催される「東北ブロ
ックＹＥＧマンガッタン ＭａｋｉＭａｋｉＡＷＡＲＤ」
に青森県代表として出場し、東北でもグランプ
リを目指します！
＜情報調査課＞

＜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 ８月１９日㈬・９月１６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

求人セット型訓練制度
日本弁護士連合会では、全国共通電話番号に
よる中小企業向け法律相談（面談）予約サービ

●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＞

利用事業所募集のお知らせ

求人セット型訓練制度とは？

利用要件
求人セット型訓練制度のご利用には、次の要

スの「ひまわりほっとダイヤル」を運営し、全

目的
個々の企業において、求職者に対して企業ニ

国の中小企業に対する法的支援に努めており

ーズに合わせた実践的な職業訓練を実施するこ

①雇用保険の適用事業主であること。

ます。

とにより、企業の人材育成コストの低減を図り

②公共職業安定所（ハローワーク）を利用して

件を満たしていることが必要です。

つつ、求職者を即戦力人材に育成します。

求人する（している）こと。
（公共職業安定所に求人票が受理されない場

お近くの弁護士をご紹介いたしますので是非

事業内容
新たに労働者を雇い入れようとしている企業へ

合、求人セット型訓練を利用することはでき

ご利用ください。初回面談３０分間の相談は無

の就業に必要な知識・技能を習得させる実践的

ません。）

料で受け付けております。

な職業訓練を実施します。

◎全国共通専用ダイヤル

○訓練期間：１～３か月

想定外のトラブルでビジネスチャンスを逃さ
ないために、弁護士にできることがあります。

○対 象 者：一般求職者

受付時間
平日１０
：
００～１２
：
００／１３
：
００～１６
：
００
℡０５７０−００１−２４０

（受入前に面接することができます。）
○委 託 費：事業主には、訓練実施にかかる経

＜経営支援課＞

費として、訓練生１人１月当たり
６４，
８００円（税込）を上限に委託費
が支給されます。
事業主のメリット
①採用前に必要な知識・技能の習得のための訓
練をすることが出来る。
②訓練期間中は賃金の支払いや、労災保険の加
入が不要（労災保険は県で加入）

③訓練人数は、雇い入れ予定数と同数またはそ
れ以下であること。
④事業主の施設、現場で実習することができる
こと。
⑤訓練修了後、原則訓練生を採用すること。
※詳細につきましては下記担当者までお問い合
わせ下さい。
＜お問い合わせ先＞
弘前高等技術専門校
〒036−8253 弘前市大字緑ヶ丘一丁目９－１
担当 佐藤・山形
ＴＥＬ ０１７２－３２－２７１３
Ｅ- mail hi - gisen@pref.aomori.lg.jp
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弘前かいぎしょ TODAY

８月２３日㈰に弘前市民会館で「ファッション
甲子園」がいよいよ開催となります。
第１５回の記念大会となる今年は全国３，
２８３

【入場券販売所】
入場券（税込５００円・全席自由）は下記販売
所において好評発売中です。

点のデザイン画から、一次書類審査に通過した

＜弘前市＞弘前商工会議所事務局・弘前市まち

３５点（２６都道府県３４校３５チーム）が公開

なか情報センター・上土手スクエア・さくら野

ファッションショー形式の最終審査に臨みま

百貨店弘前店・弘前市立観光館インフォメーシ

す。衣装の制作からモデル、作品の紹介まです

ョン・中三弘前店・ヒロロ１Ｆインフォメーシ

べて高校生が務めます。

ョン・弘前大学生協シェリア店

優勝校には副賞として「パリ招待」が、準優

＜青森市＞成田本店しんまち店・サンロード青

勝・第３位校には「メルセデス・ベンツ・ファ

森１Ｆ総合サービスカウンター
ッション・ウィーク東京招待」が提供されます。 ファッション甲子園関連イベントも開催
弘前市からは、弘前実業高校が出場します。 ＜ファッション甲子園ＰＲ展示＞
最終審査会出場校のデザイン画３５点を公開
アトラクションでは、デザイナー髙島一精氏

百石町夜店まつりファッションショーの様子
校法人白銀学園専門学校サンモードスクールオ
ブデザインの学生１５名がモデルをつとめ、自
ら手掛けた３０作品の衣装を披露しました。

によるNé-net（ネ・ネット）２０１５秋冬ファッシ

します。

ョンショーを行います。カップルで共有できる

展示期間：８月２３日㈰まで

自由なカジュアル服をコンセプトにブランドを

展示場所：ルネスアベニュー・弘前市まちなか

あがり、衣装を撮影する姿も多く見られました。

展開。性別・年齢を問わず幅広い層に指示され

情報センター・上土手スクエア・さくら野百貨

【お問い合わせ先】

ています。

店弘前店・ヒロロスクエア

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

＜百石町夜店まつりファッションショー盛況＞

ホームページ：http://www.f-koshien.com/

その他、会場内では昨年度上位入賞作品や過
去の優勝作品の写真などの展示も行いますので、
ぜひ足をお運びください。

７月２４日、今年で１１回目となる百石町夜店

★チーム戦★
８月２９日
独身同性３人１チーム（男女各１５０チーム）
参加資格２０歳以上４９歳以下（開催日時点）
参加費 男性１３，
５００円（１人４，
５００円）
女性１０，
５００円（１人３，
５００円）
申込締切８月１６日㈰
９月２６日
独身同性２人１チーム（男女各１５０チーム）
参加資格２０歳以上４９歳以下（開催日時点）
参加費 男性９，
０００円（１人４，
５００円）
女性７，
０００円（１人３，
５００円）
申込締切９月１１日㈮
いずれも１５０チーム中１０チームはリザーブ
（補欠）チームとなります。
★個人戦（ユース・マスターズ）★
男女各５０人（１人から参加可能です）
参加資格
ユース
男性２０歳以上４４歳以下・
女性２０歳以上３９歳以下の
独身者（開催日時点）
マスターズ
男性４５歳以上・女性４０歳
以上の独身者（開催日時点）
参加費 男性４，
５００円／１人
女性３，
５００円／１人

＜まちそだて課＞

まつりファッションショーを開催しました。学

８月２９日㈯、９月２６日㈯の２日間の日程で、ひろさき合コンリーグ
（主催：弘前商工会議所、主管：弘前商工会議所青年部・鍛冶町防犯協会・
鍛冶町創造委員会）が開催されます。
２０歳以上４９歳以下（開催日時点）の独身同性の方でグループを組んで
ご参加いただけます。
また、参加人数・参加費用・お申込みの方法など詳細につきましては、下
記のホームページ、または各プレイガイド等に設置しているポスター・チラ
シをご覧ください。
さらに、今回は個人戦『ユース』
『マスターズ』も開催されますので、皆様
ふるってご参加ください。
◆開催概要◆

沿道に詰めかけた観客からは、拍手や歓声が

◆参加方法◆
いずれかの方法で、チケットを購入してくだ
さい。
インターネットでチケットを購入
下記のホームページアドレスよりチケッ
トを購入してください。
チケット代金＋送料のお振込みを確認後
に、チケットを郵送いたします。
プレイガイドでチケットを購入
中三弘前店（営業時間１０
：
００～１９
：
００）
まちなか情報センター
（営業時間９：００～２１
：
００）
さくら野百貨店弘前店
（営業時間１０
：
００～２０
：
００）
各店１階のインフォメーションで販売し
ております。
【お問い合わせ】
弘前商工会議所青年部事務局
℡０１７２−３３−４１１１
ホームページURL
http://www.hcci.or.jp/txt/gocom
＜情報調査課＞

当所では北海道新幹線開業を見据えて、平成
２３年４月により函館商工会議所と津軽海峡観光
クラスター会議を組織し、観光や物産等、様々
な連携事業に取り組んでいます。開業も来年３
月に迫り、両市の行政や観光コンベンション協
会、さらには青森県と北海道が数多く連携事業
を実施するようになり、津軽海峡を挟み、県と
道南市町村をあわせて１８０万人の経済都市圏を
構築しようとい

イメージ図

う機運が高まっ
ています。
北海道新幹線
開業を前に函館
市では平成２５
年に中心市街地
活性化基本計画を策定し、新しいまちづくりを
進めています。その計画のなかでも中心的な事
業である飲食テナント商業施設『五稜郭ガーデ
ン』への出店について、函館商工会議所からの
情報をご案内いたします。
施設名称
開業予定
施設概要
所 在 地
施設仕様
店舗仕様
賃
料
運営会社
お問合せ

五稜郭ガーデン
本年秋頃
市内随一の繁華街本町に新たにオー
プンする多国籍飲食店の複合施設。
中心に屋内イベント広場を設置。
函館市本町９－２
敷地面積１１２１．
６８㎡、２階建て
15～24店舗、店舗面積約５～３２坪
月額（共益費込）
固定賃料 １０９，
０００円～
売上歩合制７１，
０００円～
㈱まちづくり五稜郭
同上 ℡０１３８−５６−１１１０

＜まちそだて課＞

