◇４/１８ コロナ相談会
緊急開催 …２面
◇相談はお早めに！
コロナ特別相談室 …３面
◇雇用調整助成金拡大
ホームページ

弘前かいぎしょ 2020
ひろさき

ヘッドライン

…３面

http://www.hcci.or.jp

TODAY

会報

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

弘前さくらまつりの中止を決定
りましたが、いずれも中止となります。
今回の中止は、１００年以上続く弘前さくらま
つりの歴史の中で、第２次世界大戦の影響によ
り１９４４（昭和１９）年～１９４６（昭和２１）年の３
年間を開催中止として以来、４度目の中止とな
りますが、桜の開花時期の公園閉鎖は未だかつ
弘前さくらまつり主催４団体は、新型コロナ てない異例の措置となり、新型コロナウイルス
ウイルス感染拡大防止の観点から、弘前さくら 感染症拡大の影響の大きさ、事態の深刻さが改
まつりの開催中止、桜開花が予想される４月１０ めて伺えます。
日から５月６日（予定）まで、弘前公園を閉鎖
毎年２００万人以上が訪れるまつりの中止は、
することを決定いたしました。これに伴い、夜 当市の経済においても大きな打撃となります。
間のライトアップやぼんぼりの設置も禁止し、 しかしながら、全世界で感染拡大が加速する新
４月１０日午後６時に追手門など三つの門を閉じ、 型コロナウイルス感染症は既に青森県内、津軽
その他の出入口８か所にはバリケードを設け、 地域でも感染者が確認されていることから、こ
園内全域の立ち入りを禁止いたします。
れ以上の感染拡大を防ぎ、市民の命を守ること
弘前さくらまつりは、１９１８（大正７）年に弘 を第一にした決断となります。
前商工会が「弘前観桜会」を開催したのが始ま
新型コロナウイルス感染症の一刻も早い終息
りとなり、２０１７（平成２９）年に１００年目、２０１８ と、平穏な日々が訪れること、そして来年、世
（平成３０）年には１００周年を迎え、今年は１００ 界一の桜を求めて国内外から大勢の人々で溢れ
回目の開催という節目の年であったことから、 かえる弘前さくらまつりが盛大に開催されるこ
＜地域・産業振興課＞
各種記念イベントや記念パレードも予定してお とを願います。

NO. 753
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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

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

通常議員総会開催
新年度の事業計画・予算を承認

第２２５回通常議員総会が３月２７日、当所会
館２階大ホールにおいて開催され、８９名（委任
状出席含む）が出席しました。なお、このたび
の総会は、日本商工会議所の新型コロナウイル
ス感染症への対応指針に準じ、会議の短縮措置
として報告事項を割愛しての必要な議案につい
てのみの審議をしました。
開会にあたり清藤会頭が挨拶に立ち、冒頭、
前日発表された新型コロナウイルスの感染拡大
防止のための弘前さくらまつりの中止について、
「経済的損失は大きいが市民の命が最優先され
るべきとの観点から、主催四団体の総意の結論
である旨をご理解いただきたい」と説明。続け
２０２０年４月２９日㈬に
＜銀行の場合＞
て「このたびの新型コロナウイルスの感染拡大
・銀行名
・支店名
弘前市民会館にて開催予定
は、２月末の政府基本方針による外出制限、イ
・口座番号
・口座名義
（カタカナ）
の吉幾三コンサート弘前公
＜ゆうちょ銀行の場合＞
ベント等の自粛要請により、当地域においても、
演は、新型コロナウイルス
・店名 ・店番 ・預金種目
感染拡大を防ぐ観点から
影響を受ける会員企業からの資金繰りに関す
・口座番号 ・口座名義(カタカナ)
【開催を延期】とさせてい
＜送り先＞
る相談も日に日に増える状況となり、３月５日
ただきます。
〒０３６−８７８８
には、弘前金融団に対して、事業者からの相談
公演を楽しみにお待ちい
弘前市土手町３１土手町コミュニティパーク３Ｆ
アップルウェーブ㈱吉幾三チケット払戻係宛て
ただいておりました多くの
に対する特段の配慮について、いち早く申し入
※内容に不備があった場合は返金対象外となり
皆様にご迷惑をおかけいた
れをしました（関連記事２面）。あわせて、３
ます。
しますが、ご理解を賜りま
※上記【お送りいただくもの】の内容を必ずご
すようお願い申し上げます。
月１０日には、青森県商工会議所連合会として
確認のうえ、ご発送ください。
つきましては下記日程に
※払い戻し期間が過ぎた５月１日㈮以降は、受
も、県に対する要望書を三村知事宛てに提出い
て振替公演を実施いたします。
付できませんのでご注意ください。
たしましたが、さくらまつりの中止をはじめ経
振替日 ２０２１年４月２９日㈭ 弘前市民会館
【お問い合わせ先】
済的影響の更なる拡大がたいへんに憂慮されて
※来年の同日、同時刻、同会場となります。
アップルウェーブ㈱吉幾三チケット払戻係
※開催年以外は、会場・開演時間とも延期前と
ＴＥＬ０１７２－８８－７３３５（９：３０～１７：００） おります。当所といたしましても、新年度事業
※お問い合わせが多く、お電話がつながらない
変わりません。
計画における「緊急項目」として、新型コロナ
場合がございます。予めご了承ください。
※お手持ちのチケットはそのまま振替公演で有
ウイルス感染症に係る金融対策等、中小企業支
ローソンチケットにて購入されたお客様
効となります。座席番号も変わりません。
※百年桜ＣＤプレゼントも有効ですので大切に
【チケット払い戻し受付期間】
援の実施について、終息までの最優先業務とし
《 ２０２０年４月１日㈬１０時～２０２０年４月３０日㈭
保管の上、振替公演当日にご持参ください。
て位置付け、弘前市はじめ行政、関係団体、金
２３時５９分まで 》
チケット払い戻し対応について
融機関の皆様と連携しながら、特別相談窓口に
【払い戻し方法】
※振替公演にご来場いただくことができないお
下記ＵＲＬより払戻方法についての詳細をご確
よる積極的な支援と対応に努めてまいります」
客様にはお持ちのチケットと引き換えに代金の
認ください。
払い戻しを承ります。
と述べました。
https://l-tike.com/oc/lt/haraimodoshi/
【チケット払い戻し受付期間】
※チケット発券がお済みのお客様は、ご購入店
総会では、審議案件として令和元年度の各会
《 ２０２０年４月３０日㈭ 当日消印有効 》
舗またはチケットをお引取りいただいた同じ系
計補正予算案・令和２年度の事業計画案並びに
列のコンビニ店舗（ローソンまたはミニストッ
【払い戻し方法】
プ）での払戻となります。
収支予算案・定款変更等が審議され、原案通り
２０２０年４月３０日㈭の消印有効で、下記住
※まだチケット発券がお済みでないお客様は、
所へ郵便局より「簡易書留」でご発送ください。 チケットを発券いただいた後、払い戻しのお手
承認されました。
続きをお願いいたします。
到着確認後、チケット代金から振込手数料を
特に、新年度の事業計画では、新型コロナウ
※配送受取のお客様は、お近くのローソン・ミ
差し引いた金額をご返金いたします。
ニストップ店舗で払い戻しが可能です。
イルス対策を緊急課題に掲げるとともに、人口
（郵便料金・書留料・送料・各種手数料は各
※配送料をのぞく各種手数料も返金対象となり
自ご負担ください。）
減少社会の進展に伴う地域経済社会を維持・強
ますが、各種手数料を払い戻す際は、チケット
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、郵送
と一緒に発行いたします【手数料券】が必要です。 化する人口減少対策に果敢に挑戦すべく、各種
での対応とさせていただきますことをご了承く
※払い戻し期間を過ぎますとチケット代の払い
ださい。
事業を積極的に展開していくこととしており
戻しが行えなくなりますので期間内にお手続き
をお願いいたします。
ます。
【お送りいただくもの】
ローソンチケットに関するお問い合わせ
[１]払い戻し希望のチケットすべて
また、令和２年度の予算については、総額
【ローソンチケットインフォメーション】
[２]以下５項目を明記したメモ
０５７０−０００−７７７（１０：００～１８：００）
６億７，
６２４万円（前年対比３，
０９３万円増）と
①お名前 ②ご住所 ③お電話番号
※自動音声のご案内の後、オペレーター対応の
なりました。
＜総務財政課＞
④チケット枚数（確認のため） ⑤振込口座
お電話をご案内致します。
＜地域・産業振興課＞

”弘前観桜会１００回記念＆ＦＭアップルウェーブ開局２０周年記念”吉幾三コンサート開催延期のお知らせ
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「事業者の資金繰りに格段の配慮を」～弘前金融団に要請～

石川雅祥 元 常議員ご逝去
当所 元 常議員の石川雅祥氏

界において宴会のキャンセルが相次ぎ、急激に

（㈱三喜屋代表取締役社長）

業況は悪化、全業界に悪影響を及ぼしている。

が３月１３日にご逝去されま

地域総合経済団体の当所としても、今般の事態

した。行年７０歳。石川氏は

を非常に深刻に受け止めており、関係団体、弁

平成１６年１１月１日に当所

護士事務所、行政などと情報共有を図り、事業

議員に就任以来、平成２２年

者支援の体制を整え、親身な対応に努めている

１１月からは常議員として平

ところ」
「金融相談の最前線で奮闘されている弘

成３０年１２月の途中退任まで、５期１４年間に

前金融団の皆様には、地域経済を支えるという

わたり会議所活動にご尽力いただきました。こ

共通の目的に向け、さらなる支援にご尽力をお

の間、生活商業部会長をはじめ各団体の要職を

願いしたい」と要請いたしました。

歴任され、地域経済の振興発展に多大なる貢献

当所では３月５日、新型コロナウイルスによ

これに対し、鹿内会長は「融資や返済方法の

る感染拡大の影響で、事業者が売上減少などで

緩和などで柔軟に支援していきたい」と前向き

資金繰りに窮していることから、㈱青森銀行弘

に語っております。

前支店を訪れ、弘前金融団（会長・鹿内勲㈱青



森銀行常務執行役員）に対し、資金繰り支援制

※当所ホームページで、新型コロナウイルス

度の活用など金融に関する相談に対して特段の

関連のＱ＆Ａ、支援策などの最新情報をお知らせ

配慮を要請、清藤哲夫会頭から鹿内勲会長に申

いたしております。

入書を手渡しました。

Ｗｅｂサイト内専用バナー

ご利用の皆様の新規登録・更新手続きについて

（ http://www.hcci.or.jp/ ）でご確認ください。

の受付を令和２年３月３１日をもって終了して

清藤会頭は、
「２月末の政府発表以来、飲食業

をいただきました。
ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮコード）
登録・更新受付終了のお知らせ

＜総務財政課＞

当所では、ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮコード）

おります。４月以降の手続きは以下のとおりと

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対策について

アクセスはこちら⇒https://www.dsri.jp/jan/

櫻田宏弘前市長から清藤哲夫会頭に対し、市民

１．感染症拡大防止策等
・従業員が発熱等の風邪症状が見られた際の休
事業者、経済団体及び弘前市の連携による新型
みやすい環境の整備
コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う危機管 ・テレワークや時差通勤の活用
理対策の推進について、協力要請がありました。 ・学校の休校時、保護者である従業員が休みや
すいよう配慮
２．事業継続に向けた事前の準備
・従業員が感染した場合の事業所の対応
・事業所活動が受ける影響と対策の検討
・国等における各種支援制度の情報収集
３．その他
・従業員の雇用の継続についての配慮
・令和元年度卒業・修了予定等の内定者の取扱
いについての配慮

＜総務財政課＞
※１面関連記事参照。
生活及び市内経済への影響を最小限とするため、

４月１日からの当所事務局組織について

事務局次長
野々口 卓史

専務理事

事務局長

土岐 俊二

橋本 広平

中小企業相談所長
木下 克也
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【インターネット申請】
ＧＳ１ Ｊａｐａｎのホームページから申請する

３月１８日、当所会館６階特別会議室において、 内容は次のとおり

お知らせします。

なります。

也
子
亘
子
杏
衣

成
平
子
大
和

長 菅原
達也
事 吉澤
佳苗
事 八木橋裕生

または ＧＳ１事業者コード登録申請 で検索
【冊子（はじめてのバーコードガイド）での申請】
冊子付属の「ＧＳ１事業者コード登録申請書」に
必要事項を記入、郵送して申請する
冊子（無料）の注文はＧＳ１ Ｊａｐａｎのホーム
ページから注文してください。
注文ページへのアクセスが難しい場合は電話で
も対応しております。
■連絡先：０３−５４１４−８５１１
（一財）流通システム開発センター
（ＧＳ１事業者コード担当）まで


＜経営一課＞

※緊急開催※

弘前商工会議所・弘前市合同
新型コロナウイルス感染症に関わる
臨時相談会（個別相談）
令和２年４月１８日㈯ 午前９時～午後５時
場

所：当所会館５階事務局

内

容：①新型コロナウイルス関連
支援融資制度等の説明
②融資等の金融相談等
③弘前市融資制度に係る相談等
④セーフティネット保証制度の
認定申請受付

※ご予約の方を優先させていただきます
弘前商工会議所中小企業相談所
℡３３－４１１１
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相談はお早めに！新型コロナウイルス感染症経営特別相談室
当所では、新型コロナウイルスに関する事業者向けの特別経営相談室を設置しております。新型コロナウイ
ルスの影響を受けた事業者向けの主な融資制度をご紹介します。
（本情報は令和２年４月１日現在のものです）
■

経営安定化サポート資金「災害枠」

取扱金融機関：
青森銀行、みちのく銀行、
秋田銀行、東奥信用金庫、
青い森信用金庫、青森県信用組合

（青森県特別融資保証制度）
融資限度額：３千万円
融 資 利 率：０．
９％
融 資 期 間：１０年以内（据置期間２年以内）

新型コロナウイルス対策マル経
【ご利用いただける方】
最近１か月の売上高が前年または前々年の同期比と
比較して５％以上減少している小規模事業者の方
融資限度額：１千万円（通常マル経と別枠）
融 資 利 率：当初３年間０．
３１%
以降１．
２１%（令和２年４月時点）
融 資 期 間：設備１０年以内
（据置期間４年以内）
運転７年以内
（据置期間３年以内）
無担保・無保証
取扱金融機関：日本政策金融公庫
※詳細は別添チラシをご確認ください
※当所にて審査、推薦します
その他様々な融資制度や雇用関係の制度があ
りますので、ご相談ください。

＜経営一課・二課＞
■

信用保証料：０．
４５～１．
９０％
※一定の要件により市が７０%、県が３０%
補助するので無料となります
現在、ハローワークで求職中の方々の情報で

取扱金融機関：県内に本店又は支店を有する金

す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー

融機関

ク弘前・紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ
せください。
受講訓練
受講期間

１

■

免許・資格・
専門知識・技術等

希望月収（万）
職歴・経験等
希望勤務地

弘前市小口資金特別保証制度「特別小口枠」

融資限度額：３百万円
融 資 利 率：無利子

Word文書処理技術技能認定
試験３級
簿記ＦＰ
MOS Excelスペシャリスト
養成科
webクリエイター能力認定
６ヶ月
試験上級
日商簿記３級

※セーフティネット保証４号・５号等の認

弘前市

定が必要です
保 証 期 間：７年以内（据置期間１年以内）

２

３

４

商品販売員：
弘前市

１年１０ヶ月
平川市
保育士：
３年

パソコン
介護福祉士、保育士、
基礎科３
栄養士
３ヶ月

企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

ウエイター・ウエイ
Word文書処理技術技能認定
パソコン
トレス：
弘前市
試験３級
基礎科３

２１年２ヶ月
平川市
Excel表計算処理技能認定試
３ヶ月
旅館・ホテル接客：
験３級

５年３ヶ月

第４１回：コロナウイルス対策（緊急）

売上減や資金繰り等の経済面の対策です。主

Q

要な取引先と連絡を取るなどして売上減に歯

Word文書処理技術技能認定
パソコン 試験３級
基礎科３ Excel表計算処理技能認定試
３ヶ月 験３級
調理師

A
弘前市

情報処理技能検定試験（表
計算）初段〜１級、
ＩＴ
一般事務： ５年
弘前市
５ パスポート科 プレゼンテーション資料作
一般事務： ３ヶ月
６ヶ月 成検定１級、文書デザイン
検定２級、表計算１級

６

信用保証料：市が負担

日商簿記３級
パソコン
コンピュータサービス技能
経理科
評価試験・ワープロ技能２級、
６ヶ月
表計算技能２級

弘前市
平川市
田舎館村

コロナウイルス対策として、会社は何をす
ればいいでしょうか。

止めを掛ける、ウェブ注文システムを構築・

感染拡大により、国内のほぼ全業種に影響

充実させて実店舗の来客減をカバーする、通

が生じているようです。大きく分けて２種類

常時よりもマーケティング（広告等）を強化

の対策が必要です。１つ目は、感染防止策で

する、セール等の消費意欲刺激策を実施する、

す。顧客でも社員でも事業所内で感染者が出

といった対策を検討します。通常時よりも資

ると致命傷となりかねません。出来る限りの

金繰りに注意を払い、緊急融資等の制度を確

感染防止対策、具体的には、マスク着用や手

認しておき、資金ショートに備えます。最後

洗いは元より、リモートワークの導入（在

に、支払不能に陥ったら自己破産手続きを検

宅勤務、ウェブ会議システム）、不要不急の

討すべきですが、その場合はなるべく早めに

会議や出張の中止や延期、感染者の早期発見

弁護士に相談してください。

（体温測定）、その他自社に必要な対策を見
※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。

極めて速やかに実施すべきです。２つ目は、

（横山航平法律事務所

弁護士

横山航平）

４月から雇用調整助成金の特例措置が更に拡大しています
４月１日から全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、雇用調整助成金の特例措置を大幅に拡大
しています。
■雇用調整助成金とは？
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業または出向を行い、労働者の雇用維持を
図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度。
□４月１日からの特例措置内容
【助成率】大企業２/３、中小企業４/５→解雇等を行わない場合は大企業３/４、中小企業９/１０
【特例対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける雇用保険適用事業所の全事業主（１ヶ月の売上高の５％以上減少）
【特例措置の内容】
①休業等実施計画届の事後提出期限が令和２年６月３０日㈫までに拡大。
②事業所設置後１年未満の事業主も対象。
③雇用保険被保険者以外の労働者に対する休業手当も対象。
④雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が６か月未満の労働者も助成対象。
＜注意事項＞
本制度を活用するためには従業員との同意や協定締結及び休業等実施計画の提出などが必要となります。社会保険労務士など専門家や
ハローワークへの事前相談をお勧めします。
弘前ハローワーク

℡３８－８６０９



＜経営一課・二課＞

※各種制度等の情報は令和２年４月１日現在のものです。
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第753号

令和２年４月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

事 業 承 継 は 早 め の 準 備 が 必 要 で す！
！
中小企業経営者の高齢化が進む中「事業承継」が課題となっています。
本冊子は、中小企業庁の「事業承継マニュアル」にある「事業承継に

気軽に相談

身近な窓口

～独占禁止法相談ネットワークでは
皆様からのご相談を受け付けております～

○このようなことでお困りではありませんか？
◆どんな情報交換をすると問題なの？
◆注文どおりなのに取引先から返品された！
下請法に違反じゃないの？
◆取引先が消費税の転嫁を拒否している。消費
税転嫁対策特別措置法に違反じゃないの？
当所ではこのような独占禁止法、下請法及び
消費税転嫁対策特別措置法に照らして問題にな
るのではないかといった相談を受け付けており
ます。内容、ご希望により公正取引委員会の窓
口を迅速にご紹介します。公正取引委員会では
ご相談に応じ、適切な対処、的確な対応をいた
します。
お問い合わせ 弘前商工会議所中小企業相談所
ＴＥＬ３３−４１１１
◎公正取引委員会事務総局東北事務所
ＴＥＬ０２２−２２４−７０９５
（総務課：独占禁止法）
ＴＥＬ０２２−２２５−４２６０
（消費税転嫁対策調査室：消
費税転嫁対策特別措置法）
ＴＥＬ０２２−２２５−８４２０
（下請課：下請法）

向けたステップ」を参考に作成されております。
１０年先を見据えてスムーズな事業承継のため、経営者と後継者が一
緒になって準備を進めませんか？
事業承継準備ノートは窓口にて直接お渡しいたします。数に限りがご
ざいますのでご希望の方はお早めにお問い合わせください。
また、事業承継のご相談は当所または青森県事業支援引継ぎセンター
（ＴＥＬ０１７−７２３−１０４０）で承りますので、お気軽にご相談ください。


＜経営二課＞

−各種補助金をご活用ください−＊

＊

❶ ものづくり・商業・サービス補助金
（補助上限：原則１，
０００万円、補助率：中小企業 １/２、小規模事業者 ２/３）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。
❷ 小規模事業者持続化補助金
（補助額：～５０万円、補助率：２/３）
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。※本誌折込もご参照ください。
❸ ＩＴ導入補助金
（補助額：３０～４５０万円、補助率：１/２）
事業継続性確保の観点から、ＩＴツール導入による業務効率化等を支援。
※いずれの補助金も、令和２年度内で複数回の受付・締切がございます。
※それぞれの詳細については下記ＨＰをご覧ください。
①ものづくり補助金事務局 https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono-0326
koubo20200310.html
②日本商工会議所 https://r1.jizokukahojokin.info/
③一般社団法人サービスデザイン推進協議会 https://www.it-hojo.jp/2020emergency/
〈お問い合わせ〉中小企業相談所 ＴＥＬ３３−４１１１

弘前市に雨傘を寄贈しました
当所女性会（三上美知子会長）は３月１６日、 しているもので、毎年女性会で出店しているカ

例年６月に開催しております「古都ひろさき

弘前市に対し１２０本の雨傘の寄贈をおこない

ルチュアロードでの収益の一部や、定例会開催

花火の集い」ですが、今年は新型コロナウイル

ました。

時に寄せられた「愛の募金」から購入していま

スの影響により、９月１２日㈯開催を予定して

す。ビニール部分には桜をイメージさせるデザ

おります。県内外の皆様、また市民の皆様に元

インがプリントされています。

気を与えることができるような花火大会にすべ

この雨傘は、弘前公園に訪れる観光客をはじ
めとした来園者に役立てていただくために寄贈

当日は、正副会長らが出席し、参加者を代表

く、関係者一同邁進いたします。

して会長が市長に目録を手渡しました。この事

開催日

令和２年９月１２日㈯

業は平成７年の屑籠寄贈から始まり今回で２３

会

岩木川河川敷運動場

回目を迎え、累計寄贈本数が２，
６００本になった
ことを伝えると、市長は「弘前公園の桜の本数

場

◯７月下旬より個人協賛（チケット）受付開始予定！

と同じになりましたね」と笑顔で受け取りま
した。

＜経営二課＞

〈目録を手渡す三上会長 〉

■お問い合わせ
ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局

〈 市長との記念撮影 〉

（弘前商工会議所内）

＜経営一課＞

