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◇小規模事業者持続化

補助金について

◇街づくり大賞

今年も募集します

　８月２２日、陸上自衛隊弘前駐屯地にて、ひろ

さき市民花火の集い実行委員会（ユースサミッ

ト弘前等で構成）主催の『希望の光』プロジェ

クトが開催されました。

　今年は新型コロナウイルスの影響により例年

６月に開催していた古都ひろさき花火の集いは

中止となりましたが、当実行委員会は「コロナ

で落ち込んでいる弘前市民に感動と興奮を届け、

元気になってもらいたい！」との想いから『希

望の光』プロジェクトとして開催を決めました。

　当日は、陸上自衛隊弘前駐屯地特別協力のも

と、各方面からいただいたメッセージと共に弘

前の夜空へ１，０００発超の花火を打ち揚げました。

　花火打ち揚げの模様はＦＭアップルウェーブ

の生中継とインターネットでのライブ配信によ

り市民の皆様に届けられ、自宅で家族と花火鑑

賞をしていただきました。また、市内各飲食店

がリモート会場となり、食事をしながらメッセ

ージ映像や花火打ち揚げの様子を楽しんでいた

だきました。

　このたび本事業実施に際しご協賛をいただき

ました皆様に改めて感謝申し上げます。誠にあ

りがとうございました。

� ＜経営一課＞



≪入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）≫
『さくら共済』規約一部変更についてのお知らせ

令和２年度屋外広告物の

除却への補助金のお知らせ

弘前かいぎしょ TODAY
2 令和２年９月１５日第758号

　『さくら共済』のご加入者の皆さまがより利

用しやすくなることを目指し、記載の通り規約

内容を一部変更いたします。施行日は令和２年

１１月１日となりますので、ご加入者の皆様に

おかれましてはご確認くださいますようお願い

いたします。現行規約全文は当所ホームページ

に（http://www.hcci.or.jp/）に掲載しておりま

すのでそちらをご覧ください。

（『さくら共済』（入院給付金災害割増特約・ガ

ン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険

（団体型））は、保険期間１年で自動更新、会

員事業所のみが加入でき、病気・災害による死

亡から事故による入院まで、業務上・業務外を

問わず２４時間保障されるため、役員および従

業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

　また、上記の保障に加え当所独自の給付制度

があり、結婚や出産の祝金、健康診断助成金、

事故通院・病気入院の際の見舞金なども付加さ

れております。

　さらに、５月からは新型コロナ感染症を直接

の原因として死亡された場合に災害保険金のお

支払い対象とさせていただくことが決定いたし

ました。会員の皆さまと一丸となって、この難

局を乗り越えてまいりたいと思いますので、お

困りのことがございましたら当所職員及びアク

サ生命保険㈱推進員に何なりとご相談ください。

※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項

説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧

ください。）

《お問い合わせ先》総務財政課共済係

《引受保険会社》アクサ生命保険㈱弘前営業所

旧　　条　　文 新　　条　　文

（結婚祝い金の支払）
第２０条　（省略）
　　　２　　結婚祝い金の請求期限は、請求

事由が発生した日から３箇月以内
とし、年間に１回を限度とする。

（出産祝い金の支払）
第２１条　（省略）
　　　２　　出産祝い金の請求期限は、請求

事由が発生した日から３箇月以内
とし、年間に１回を限度とする。

（健康診断助成金）
第２２条　（省略）
　　　２　　健康診断助成金の請求期限は、

請求事由が発生した日から３箇月
以内とし、年間に１回を限度とする。

（永年勤続優良従業員表彰祝い金）
第２３条　（省略）
　　　２　　受賞祝い金の請求期限は、請求

事由が発生した日から３箇月以内
とする。

（新規就職者激励大会・新入社員セミナー助成金）
第２４条　（省略）
　　　２　　新規就職者激励大会・新入社員

セミナー助成金の請求期限は、請
求事由が発生した日から３箇月以
内とする。

（結婚祝い金の支払）
第２０条　（省略）
　　　２　　結婚祝い金の請求期限は、請求

事由が発生した日から３年以内と
し、年間に１回を限度とする。

（出産祝い金の支払）
第２１条　（省略）
　　　２　　出産祝い金の請求期限は、請求

事由が発生した日から３年以内と
し、年間に１回を限度とする。

（健康診断助成金）
第２２条　（省略）
　　　２　　健康診断助成金の請求期限は、

請求事由が発生した日から３年以
内とし、年間に１回を限度とする。

（永年勤続優良従業員表彰祝い金）
第２３条　（省略）
　　　２　　受賞祝い金の請求期限は、請求

事由が発生した日から３年以内と
する。

（新規就職者激励大会・新入社員セミナー助成金）
第２４条　（省略）
　　　２　　新規就職者激励大会・新入社員

セミナー助成金の請求期限は、請
求事由が発生した日から３年以内
とする。

附　則
（施行期日）
９　第２０条第２項、第２１条第２項、第２２条
第２項、第２３条第２項、第２４条第２項の一
部改正は、令和２年１１月１日から施行する。

　市民や観光客が訪れたくなる魅力あるまちづくりを推

進するため、景観を阻害する屋外広告物（古くなった店

舗の看板など）の除却や改善に要する経費に対し、予算

の範囲内で補助金を交付します。

▼補助対象となる屋外広告物

　街なみ環境整備促進区域及び街なみ環境整備事業地区

（別図参照）で、①弘前市屋外広告物条例に基づく許可

を受けているもの、②適用除外に該当する広告物で許可

不要となっているもの

▼補助対象者

　対象広告物の所有者または管理者（市税等を滞納して

いない者）

▼補助対象経費

　対象広告物の除却または改善に係る工事費

▼補助金の額

補助対象経費の実支出額の２分の１に相当する額または

５８４，０００円のいずれか少ない額（１，０００円未満切捨て）

▽手続きの方法など、くわしくは市ＨＰをご覧ください

▽問い合わせ・申請先

弘前市役所 都市計画課（前川新館３階、３４−３２１９）

（別図）街なみ環境整備促進区域及び街なみ環境整備事業地区



企業法務ＴＯＤＡＹ　〜知っててよかった法律知識〜

新型コロナウイルス感染症に
関する影響調査への回答を

お願いします
　新型コロナウイルス感染症の問題につい

て、地域の影響を把握し、国や県、市に窮状

を訴え支援策などを要望するために、影響調

査を実施します。本調査は四半期毎に実施す

ることとしており、６月に続いて２回目の調

査となります。６月の調査結果については本

紙８月号に掲載しています。

　ご面倒おかけしますが、別添の回答用紙に

ご記入のうえ、ＦＡＸにてご回答ください

ますようお願いします。また、前回ご回答い

ただいた方についても、継続してご回答のほ

ど、よろしくお願いします。

� ＜経営二課＞

小規模事業者持続化補助金のご案内

弘前かいぎしょ TODAY
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第４６回：パワハラ防止法について（その４最終回）

Q　近時、パワハラ防止法が施行されると聞き

ました。どのような法律で、いつから施行さ

れるものでしょう。弊社では何か対策をする

べきでしょうか。

A　労働施策総合推進法、通称「パワハラ防止

法」は、パワハラの定義を「職場において行

われる優越的な関係を背景とした、業務上必

要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業

環境を害すること」としました。

　　「就業環境を害すること」は、不適切な言

動を受けた人が身体的・精神的苦痛を感じた

ことにより、業務遂行に支障が生じたり能力

を発揮することが困難となるような場合を意

味します。

　　全４回の連載で述べたように、パワハラ

は、従来の常識では判断できない場合が少な

からずありますし、労務管理の義務のある経

営者側が取らなければならない対策もありま

す。この機会に、弁護士・社労士といった専

門家への相談や顧問契約締結、就業規則の整

備、役員・従業員の講習会への参加などを検

討してください。

（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

　当所では、日常、業務を行う中での困りごと、
許認可の必要性や商取引でわからないことにつ
いて行政書士による相談会を開催しております。
●開 催 日　１０月１４日㈬・１１月１１日㈬
●時　　間　１３：００～１７：００
●場　　所　弘前商工会議所会館５階相談コーナー
●相 談 員　桔梗行政書士事務所
　　　　　　行政書士　竹内知弘氏
●相談内容の一例
☆建設業や産業廃棄物処理業などの許認可に関
する相談
・許可取得の要件など
☆農地の売買などに関する相談
・農家同士の売買や、農地転用の要件など
☆遺言・相続・成年後見に関する相談
・遺言書の作成方法、遺産分割協議書や成年
後見に関する説明など

※持続化給付金・家賃支援給付金に関する相談
もお受けいたします。事前にお電話にてご予
約をお願いいたします。
（ご予約は℡３３−４１１１経営一課まで。）

� ＜経営一課＞

お気軽に相談を！！

『行政書士相談日』

９月３０日（水）締め切り！！
「新しい生活様式対応推進応援金」
（１０万円）の申請期限が迫って
います！！
当所でもご相談を承ります。
詳しくは本紙折込チラシを確認
ください！！

　新型コロナウイルス感染の影響に対する対策

として、国の小規模事業者持続化補助金を申請

する事業者が全国的に急増しています。本年当

所からは４７件申請し、３７件が採択されていま

す。「一般枠」と「コロナ特別枠」の２種類の

制度があり、詳細は下記のとおりとなっており

ます。申請については当所中小企業相談所が支

援しますので、お問い合わせください。

【小規模事業者持続化補助金】
◆小規模事業者向けの補助制度となります。
小規模事業者＝商業・サービス業は常時使用する
　　　　　　　従業員数が５人以下
　　　　　　　サービス業のうち宿泊業・娯楽業
　　　　　　　やその他の業種は２０人以下
　　　　　　　※役員、パート・アルバイト除く
①一般枠
◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けな
がら実施する販路開拓等（生産性向上）のための
取組
（例）
広告宣伝、集客力を高めるための店舗改装、新た
な商品・サービス提供のための製造機器の導入、
ＩＴを活用した広報や業務の効率化・・・等々
かなり幅広く活用できます
◆補助率・補助額
　補助率　補助対象経費２／３以内
　補助額　上限５０万円（別途要件により上乗せ
　　　　　あり）
◆締め切り
第３回受付締切　２０２０年１０月２日㈮消印有効
第４回受付締切　２０２１年２月５日㈮消印有効
②コロナ特別枠
◆対象となる事業
上記事業の中で下記に該当する事業
Ａ：サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ：非対面ビジネスモデルへの転換
Ｃ：テレワーク環境の整備

（例）
【Ａ：サプライチェーンの毀損への対応】
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化
するための設備投資
・コロナの影響により、生産体制を強化するため
の設備投資
【Ｂ：非対面ビジネスモデルへの転換】
・店舗販売している事業者が、新たにＥＣ販売に
取り組むための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応
するための設備投資
・デリバリーやテイクアウトを開始（強化）する
ための経費
【Ｃ：テレワーク環境の整備】
・ＷＥＢ会議システムの導入
・クラウドサービスの導入
◆補助率・補助額
　補助率　Ａ：補助対象経費の２／３以内
　　　　　Ｂ及びＣ：補助対象経費の３／４以内
　補助額　上限１００万円（別途要件により上乗せ
　　　　　あり）
◆締め切り
第４回受付締切　２０２０年１０月２日㈮必着
③事業再開枠
※「事業再開枠」は単独での申請はできず、必ず
「一般枠」か「コロナ特別枠」のいずれかと併せ
て申請しなくてはいけません。
◆対象となる事業
地道な販路開拓等を行う事業者が、事業の本格再
開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業
を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う
事業。
（例）消毒設備や消毒液・アルコール液の購入、
マスク・フェイスシールドの購入、アクリル板、
透明ビニールシートの購入、換気設備の購入・施
工、体温計・サーモカメラの購入
◆補助率・補助額
　補助率　定額（１０／１０）
　補助額　上限５０万円

� ＜経営一課・二課＞



第２０回弘前商工会議所『街づくり大賞』大募集！

4 令和２年９月１５日第758号

弘前かいぎしょ TODAY

　９月１８日～２２日の５日間、弘前公園（下白
銀町）内にて弘前城秋の大祭典が開催されます。
　当日はイベントステージ出店エリア、アート
クラフトエリア、スポーツエリア、こどもエリ
アがございます。
　また、「弘前城×ネイキッド光の桜

さくらもみじ

紅葉」を
同時開催し、特別なライトアップもご覧いただ
けます。
　イベントの詳細につきましては弘前市ホーム
ページにてご確認ください。
　※１８日は午後６時から午後９時の開催で、
イベント出店エリアとライトアップを実施し、
その他のエリアは１９日から開催いたします。
期間中は、弘前公園内有料区域を入場無料とし
ております。
　※入場の際は、検温等の新型コロナウイルス
感染防止対策を実施いたしますのでご協力をお
願いいたします。
　また、当所青年部ではスポーツエリアを担当
します。スポーツエリアの予定は以下のとおり
です。
※９月１日現在の予定となっておりますので、
変更になる場合がございます。

・９/１９日㈯
ダーツコーナー、ストラックアウト、バスケコ
ート無料開放、キッズサッカー（Ｕ８）交流戦、
弘前実業高校チアリーディング演技
・９/２０日㈰
ダーツコーナー、プロレス、ストラックアウ
ト、３×３バスケ大会（社会人）、ミズノ流忍者
学校、ミズノによる運動会必勝塾、ＭＩＸフッ
トサル、弘前聖愛高校チアリーディング演技、
弘前実業高校チアリーディング演技
・９/２１日㈪
ダーツコーナー、ヨガ体験、３×３バスケ大会
（中学生）青森ワッツブース、サッカー・ゴル
フ・テニスコーナー、弘前聖愛高校チアリーデ
ィング演技
・９/２２日㈫
ダーツコーナー、ヨガ体験、３×３バスケ大会
（小学生）青森ワッツブース、サッカー・ゴル
フ・テニスコーナー

＜問い合わせ先＞
弘前城秋の大祭典実行委員会事務局
（弘前市観光課内　ＴＥＬ：３５−１１２８）

� ＜経営一課＞

が弘前運動公園内（はるか夢球場付近）で開催

されます。会期中は飲食や工芸品の展示・販売

のほか、企業ＰＲブースの数々が立ち並び、会

場を大いに盛り上げます。

　テント村ではラーメン、そば、肉料理のほか、

様々な津軽の風土を感じられるような味をご堪

能いただけます。

　また、お馴染となっている交流都市斜里町コ

ーナーでは海産物、農産物などの特産品を販売

し、弘前市と物産品取扱協定を締結している泉

佐野市も出展し、特産品を販売します。

　今年は新型コロナウイルス感染拡大防止に配

慮し、全面的な屋外開催、スタッフのマスク着

用、定期的な清掃・消毒、抽選会を応募形式で

実施するなど密集を避けた形で運営を推進して

いきますので、是非とも会場まで足をお運びく

ださい。

＜津軽の食と産業まつり＞

公式ＵＲＬ：https:/ /www.

syoku-san.jp/

� ＜地域・産業振興課＞

　弘前商工会議所『街づくり大賞』は、弘前市

内の商工や農業をはじめとした、各分野での活

動を通して地域・観光の発展に寄与し、活力あ

る街づくりに貢献された方々を発掘・調査・顕

彰して、その不断の努力と功績を称えるために

制定されたものです。

　今年で２０回目の開催を迎える『街づくり大

賞』へ多数のご応募・ご推薦をお待ちしており

ます。

事　　業　　所　　名 代　表　者 住　　　　　　所 営　業　内　容

ＩＴＯＳＩ 伊 藤 由 彦 弘前市城東中央一丁目２−７ 弁当製造

宅配クック１２３弘前店 長谷川結季保 弘前市徒町１７ 弁当製造・配達

たか虎 白取　隆盛 弘前市大清水三丁目７−３ ラーメン店

弘前卓球センター 丹藤　　貴 弘前市和徳町３０６ 卓球教室

ヘアサロン ナカタ 中田　　隆 弘前市富田町８８ 理容業

アストン 奈良　　篤 弘前市鍛冶町２１ ＯＴＴＯビル１階 スナック

ＫＩＤ’Ｓ ＣＵＴ ＲＯＯＭ ＨＯＴ 高 橋 京 子 弘前市千年一丁目１０−２７ 理容業

なごみ処 笑也 堤 　 　 悟 弘前市新鍛冶町１０３−４ 居酒屋

エステサロン ラグジュ 相 馬 教 子 弘前市城東北三丁目１２−１５ パシフィック１０２ エステサロン

㈲弘桜工業 齋 藤 浩 史 弘前市三岳町１４−３ 鉄骨工事

新入特別会員

事　　業　　所　　名 代　表　者 住　　　　　　所 営　業　内　容

㈱ｂｌｏｏｍｉｎ 黒 田 和 瑚 黒石市馬場尻東６１−１５ 加工食品の販売

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，３０４件（特別会員含む）

〈昨年度大賞 弘前工芸協会〉

～　弘前ストーブまつり中止のお知らせ　～
　毎年９月に開催している弘前燃料器具協会

（船水浩平会長）主催の弘前ストーブまつりで

すが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

今年度の開催を中止することといたしました。

　弘前ストーブまつりは、昭和３４年に「燃料器

具まつり」として開催されて以来、秋の恒例行事

として市民に親しまれ、今年で６２回目を迎える

予定でした。来年度の開催にむけ、皆様により一

層ご満足いただけるよう準備を進めて参ります

ので、引き続き皆様のご支援を賜りますよう、

お願いいたします。� ＜経営二課＞

※詳しくは折込みチラシをご覧ください。

� ＜地域・産業振興課＞

　１０月１６日～１８日の３日間、今年で記念す

べき２０回目を迎える「津軽の食と産業まつり」


