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　「令和３年度弘前市に対する重点要望事項へ

の回答書」が２月１６日、当所会館６階特別会

議室において、櫻田宏弘前市長から今井高志会

頭に手渡されました。

　これは、当所が昨年１０月に弘前市に提出し

ていた要望事項に対する弘前市からの回答で、

当日は、正副会頭はじめ９部会の正副部会長が

出席しました。

　回答書の受け渡し後、櫻田市長からは主な要

望事項に対する回答と説明がありました。

　全９項目の要望事項のうち、最重点要望事項

である『新型コロナウイルス感染症関連の長期

的支援及びアフターコロナにおける各諸問題へ

の対応等、体制の構築・環境整備』について、

「今年３月から、新たな小口資金特別保証融資

制度を実施する」とし、『弘前市中心市街地活

性化基本計画事業の促進と新たな計画策定』に

関しては、「現状の基本計画を１年延長、並行

して新たな取組の検討作業を実施していきた

い」と回答しました。

　あわせて、櫻田市長は「弘前商工会議所は、

地域経済の活性化に多大なる貢献をされている

ほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

る市内事業者に対する相談体制を強化されるな
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令和３年度弘前市に対する重点要望事項一覧

■最重点要望事項

１

新型コロナウイルス感染症関連の長期的支

援及びアフターコロナにおける各諸問題へ

の対応等、体制の構築・環境整備について

２
弘前市中心市街地活性化基本計画事業の促

進と新たな計画策定について

□重点要望事項

１
地域経済の維持・成長を成し遂げるための人口

減少対策の推進について

２
小中学校でのプログラミング教育の充実に向け

た人員及び協力体制の構築について

３
技術者及び技能労働者確保における「労働環境

の改善」について

４
若手・女性起業者を中心とした新規出店への補

助の拡大について

５ 災害に強い安心・安全なまちづくりについて

◇継続強化要望事項

１
日本一の生産量を誇るりんご王国を維持する

ための継続的な支援

２「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期実現

ど、事業者の事業継続や雇用維持についても積

極的に取り組まれていることに、深く感謝申し

上げたい。今後とも、商工業界の振興と活力あ

る地域社会実現のため、地域の先導役として、

なお一層のお力添えをお願いしたい」と述べま

した。

　櫻田市長から回答書を受け取った今井会頭は

「建議要望は商工会議所活動の根幹を成す最も

重要な活動。このたび要望した９項目全てにつ

いて、回答をいただき、深く感謝申し上げたい。

特に、コロナ禍という未だ収束の兆しが見えな

い厳しい状況下において、最重点要望の２項目

は最重要課題として弘前市と一体となって取り

組むとともに、民間活力を十分に発揮し、地域

総合経済団体として弘前市発展のために邁進す

る所存」と謝意とともに今後の決意を表しま

した。

　なお、『令和３年度の弘前市に対する重点要

望事項への回答』の内容については、当所Webサ

イトでご覧いただけます。

　http://www.hcci.or.jp/

○トップページ ＞ 令和３年度　弘前市への要望

　事項　　令和３年度はこちら

〈櫻田市長から今井会頭へ回答書が手渡されました〉
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　３月１日から４月３０日まで『さくら共済』

春のキャンペーンを実施いたします。

　『さくら共済』は、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まで、業務

上・業務外問わず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、当所独自の給付制度といたしまして、

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、キャンペーン期間中にアンケートに

ご回答いただいた事業所様を対象に抽選品をプ

レゼント！期間中、当所職員及びアクサ生命保

険㈱の共済制度推進員が事業所を訪問させてい

ただきますので、是非この機会にご検討をお願

いいたします。

　詳細については今月号の折込チラシをご覧い

ただくか、当所までお気軽にお問い合わせくだ

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

　当所会員共済制度「さくら共済」の令和２年

度の利益配当金を３月１９日㈮付で、各加入事

業所様の口座へお振込みいたします。還元率

は年齢によって変わりますが、５５歳までの方

で、約１１．０％、月額掛金で換算すると１口加入

８００円に対し、配当金は約８８円で実質掛金は

７１２円となりました。

　また給付保険金については死亡保険金が１０

件８００万円、高度障害保険金が１件１００万円、

入院給付金が１５件１２７．６万円、ガン入院一時

金が２３件８０万円、６大生活習慣病入院一時金

が１６件２９万円となっています。同時に『振込

みのお知らせ』もご送付いたしますので、明細

を必ずご確認ください。

� ＜総務財政課＞

さくら共済利益配当金振込のお知らせ

　当所と弘前地区雇用対策協議会（工藤順巳会長）では、新規就職者の地元就

職と企業の人材確保を目的とした手引書「ひろさき企業ガイドブック（２０２２

年版）」を作成いたしました。

　このガイドブックは、令和４年春に就職を希望している新規学卒者に配布す

るほか、今後開催される就職ガイダンスの参考資料として配布しています。

　内容は、市内の２８事業所の優良企業等の概要が詳細に掲載されており、一

般の方でも事業所データブックとしてご利用できます。当所ホームページから

もご覧いただけます。� ＜経営二課＞

ひろさき企業ガイド
２０２２

窓口で無料配布しております

　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。（今年度

は３月１７日に開催予定）

　これは市内の事業所に永年勤務され、弘前市

商工業の発展に尽くされた方々の労を称えるも

のです。

　今回表彰されるのは、１８事業所から推薦され

た５０名の方々です。

　勤続年数３０年以上で、日本商工会議所会頭と

当所会頭との連名表彰の対象となる方が１４名

（下記名簿参照）、弘前市長と当所会頭との連名

表彰の対象となる方のうち、２０年〜２９年は９

名、１０年〜１９年は２７名となっています。

　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。

� ＜経営二課＞

勤続
年数

事　業　所　名 氏　名

35 ㈱津軽衛生公社 奈 良 文 治

35 弘果　弘前中央青果㈱ 佐 　 藤 　 稔 　  

33 ㈲佐藤管工 葛 西 眞 吾

31 ㈲佐藤管工 佐 藤 美 子

31 ㈱城東食糧 齊 藤 裕 樹

30 ㈱石沢工業 小笠原　恵　子

30 弘果　弘前中央青果㈱ 齊 藤 貴 継

勤続
年数

事　業　所　名 氏　名

43 岡本アルミ 岡 本 秀 樹

41 弘前銘醸㈱ 工 藤 恭 学

40 弘果　弘前中央青果㈱ 小田桐　光　明

40 弘果　弘前中央青果㈱ 對 馬 智 範

40 ㈱弘前丸魚 工　藤　弥喜義

40 ㈱村上組 成 谷 忠 昭

40 ㈱村上組 長谷川　　慎　

　「大事なことで気がかりだったけど、誰に相

談すればよいかわからない。」

　事業をバトンタッチしたくても、不安なまま

踏み出せない方はたくさんいらっしゃいます。

そのようなお悩みは、ぜひ『青森県事業承継・

引継ぎ支援センター』までご連絡ください。

　『青森県事業承継・引継ぎ支援センター』は、

経済産業省の委託事業として設置される専門相

談機関です。ご相談は無料で、原則訪問してご

相談に応じています。

　令和３年度より、親族内・従業員・第三者、

すべてのお悩みにワンストップでご相談に応じ

る体制に生まれ変わります。

　いつまでも不安なままにせず、ぜひご相談く

ださい。秘密は厳守いたします。

以下の日程で、毎月相談会を開催しています。

　（原則毎月第２木曜日　１３：３０〜１６：００

　　会場：弘前商工会議所会議室）

２０２１年　４月　８日㈭ 　　　　　　　１０月１４日㈭

　　　　　　５月１３日㈭ 　　　　　　　１１月１１日㈭

　　　　　　６月１０日㈭ 　　　　　　　１２月　９日㈭

　　　　　　７月　８日㈭ 　２０２２年　　１月１３日㈭

　　　　　　８月１２日㈭ 　　　　　　　　２月１０日㈭

　　　　　　９月　９日㈭ 　　　　　　　　３月１０日㈭

　お問い合わせ・お申し込みは弘前商工会議所

または青森県事業承継・引継ぎ支援センター

（（公財）２１あおもり産業総合支援センター内）

まで

ＴＥＬ０１７－７２３－１０４０

� ＜経営二課＞

青 森 県 事 業 承 継【 ・ 】引継ぎ支援センター
定例相談会のご案内

　最近、全国健康保険協会や旧社会保険事務所

等の職員を装った不審な訪問や電話があった旨

の情報が寄せられています。

　実際に、詐欺を被り、数百万円単位のお金を

振り込んでしまったケースも数件報告されてい

ます。

　不審な訪問や電話があった場合は、用途不明

の文書への署名・捺印やＡＴＭの操作を行った

り、個人情報を教えたりすることはせず、全

国健康保険協会青森支部（ＴＥＬ：０１７－７２１－

２７９９）へお問い合わせください。

医療費等の還付を装った振り込め詐欺にご注意！
ご注意ください！

　全国健康保険協会が、医療費等の還付に
ついて、電話でコンビニエンスストアなどの
ＡＴＭ（現金自動預け払い機）の操作をお願い
することは絶対にありません。
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第５２回：消費税込表示が義務化されます

Q　消費税込表示について教えてください。

A　消費税込の表示（総額表示）は、平成２５

年から義務化されていましたが、特例による

免除がありました。もっとも、令和３年４月

１日より例外なく義務化されます。

　　対象となる取引は、消費者に対する価格表

示であり、事業者間取引は対象外です。

　　表示方法は、本体価格が１万円で消費税率

１０％の場合、総額である「１１，０００円」

が表示される必要があります。「税込」の表

示や、本体価格と消費税の内訳の記載は、あ

ってもなくても構いません。

　　表示媒体は、店頭、チラシ、テレビその他

の媒体を問わず表示義務がありますが、口頭

による場合には不要です。「１万円均一セー

ル」と宣伝するような場合にも税込表示が必

要ですが、「１００円ショップ」のような屋

号の場合には税込表示は不要です。

　　レジシステムの変更は義務化されませんの

で、これを機にレジシステムを売りつけるよ

うな便乗商法には気を付けてください。

　　詳しくは、国税庁や財務省のホームページ、

弁護士・税理士等の専門家にご相談下さい。

（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　令和３年４月１４日㈬・５月１２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
（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』

■■事業再構築補助金について■■
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の
取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規
模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑
戦を支援する事業再構築補助金の問い合わせ
が増えています。
本補助金の情報は随時更新されていますの
で、詳しくはミラサポplus中小企業向け補助
金・総合支援サイトをご覧ください。

ミラサポplus 中小企業向け
補助金・総合支援サイト

【注意】事業再構築補助金申請には「Ｇ
ビスＩＤプライムアカウント」が必要
です！
※今後、各種補助金は国の補助金システム
（Ｊグランツ）からの電子申請が主流とな
ります。
※電子申請にはＩＤ登録が必要で、アカウン
トの発行に２〜３週間ほど要するので、
事前のＩＤ取得をお勧めします。

補助金システム
Ｊグランツサイト

　弘前市では、新型コロナウイルス感染拡大の

影響を受け、セーフティネット保証４号、５号

又は危機関連保証の認定を受けた事業者に対し

て、保証料や利息を補助する小口資金特別保証

制度「特別小口枠」を設けていましたが、この

度、令和２年度補正予算により更に制度を拡充

した「特別小口枠Ⅱ」が新たに設けられました。

　なお、本制度は令和３年度予算にも計上され

る見込みとなっています。制度内容は下記のと

おりです。

※令和３年度については、弘前市議会令和３

年第１回定例会での可決が前提となります。

【小口資金特別保証制度「特別小口Ⅱ」】

　　　※下線太字が制度拡充

■資金使途

　運転資金（既存の「特別小口枠」の借換含

む）・設備資金（新型コロナウイルス感染症

対策関連）

■融資限度額

　５００万円

■返済期間

　７年以内（据置期間１年以内含む）

■信用保証料

　本人負担なし（市が全額補助）

■利率（年利）

　本人負担なし

（固定金利１．９％以内／市が全額利子補給）

■申込機関

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

■問い合わせ先

　弘前市商工労政課商業振興係℡３５－１１３５

� ＜経営一課＞

　令和３年４月１日以降、消費者に対して価格

を表示する場合には消費税法の規定に基づき、

税込価格を表示することが必要となります。

　店頭の値札・棚札などのほか、チラシ・カタ

ログ・広告など、どのような表示媒体でも対象

となります。

　詳しくは、財務省ＨＰの

「消費税の税額表示義務と

転嫁対策に関する資料」

ページをご確認ください。

＜URL＞

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/

consumption/d03.htm� ＜経営二課＞

新型コロナウイルス対策融資制度のご案内 令和３年４月１日より税込価格の
表示（総額表示）が義務化されます
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　２月１０日から２月１４日の５日間を会期に、

第４５回弘前城雪燈籠まつりが弘前公園にて開

催されました。

　新型コロナウイルス感染症拡大による影響で

当市の四大まつりは春、夏、秋と中止を余儀な

くされてきた中、今回の雪燈籠まつり開催は、

四大まつりの復活とも言えます。

　会期中は、園内への入り口７カ所に受付を設

け、来場者に手指消毒や連絡先等の記入を徹底

することで、万全の感染拡大防止対策を講じま

した。

　今回のまつりでは、りんご木箱を使用したキ

ャンドルアートやスカイランタンの打ち上げ体

験が新たに実施されたほか、大雪像は２０２０年

７月にグランドオープンした「弘前れんが倉庫

美術館」が制作され、雪像へ投影されるプロジェ

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
開催を延期していた吉幾三コンサートが、４月
２９日に開催となります。
　吉幾三さんが弘前観桜会１００回記念のため
に書き下ろしていただいた記念曲「百年桜」を
一年越しに弘前の地で生披露となります。
【吉幾三コンサート～百年桜～】
▽主催
　弘前観桜会１００周年事業実行委員会／
　アップルウェーブ株式会社
▽日時
　令和３年４月２９日㈭
　昼の部　午後２時開演（午後１時３０分開場）
　夜の部　午後６時開演（午後５時３０分開場）
▽ところ
　弘前市民会館大ホール
▽チケット
　一般（全席指定）７，７００円（税込）
　※当日券５００円増
　※前売券が完売した場合、当日券はありません。
▽来場者プレゼント
　弘前観桜会１００回記念曲「百年桜」のＣＤ
１枚を当日会場で進呈いたします。
★昨年ご購入済みのチケットはそのままご利用
いただけます★

クションマッピングは多くの来場者を魅了し、

幻想的な風景を彩りました。

　尚、まつり会期中の来場者は入場受付にて実

数値で集計され、４４，５９９人となりました。

� ＜地域・産業振興課＞

▽チケット取扱い
　ＦＭアップルウェーブ、さくら野弘前店、吉
幾三コレクションミュージアム、ＥＬＭインフォ
メーション、ローソンチケット（Ｌ：２１７０２）
▽新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力
をお願いいたします。
※あらかじめチケット右半券（小さい方）の裏
面に、お名前、お電話番号をご記入の上、ご来
場くださるようお願いいたします。非常時の緊
急連絡にのみ使用させていただきます。
※ご来場の際および開演中はマスクの着用をお
願いいたします。
※ご入場の際は検温・手指消毒をお願いいたし
ます。尚、検温で３７．５℃以上の方はご入場で
きませんので、あらかじめご了承ください。
※咳・のどの痛み・風邪症状など体調のすぐれ
ない方、また、同居家族や身近な人に感染が疑
われる方、濃厚接触者がいる方はご来場をお控
えください。
▽お問合せ
　アップルウェーブ株式会社
　電話３８－０７８８
� ＜地域・産業振興課＞

コロナ禍で初の四大まつり「第４５回弘前城雪燈籠まつり」が開催されました

吉幾三コンサート～百年桜～

弘前商工会議所

ゴルフコンペ
２０２１年５月２２日（土）

開催予定
於：青森スプリング・ゴルフクラブ
　　（鰺ヶ沢町）

※詳細については、来月の会報（４/１５号）
　折込チラシをご覧ください！

〈北の郭キャンドルアート〉

〈スカイランタンの打ち上げ〉


