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◇事業復活支援金のご案内…３面
◇コロナ影響の事業者支援を
…４面
弘前市に要請
ホームページ
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コロナ禍の中での２年ぶりの開催
令和３年中に受章（賞）された会員の皆様
（順不同・敬称略）
受 章 区 分

功

績

氏

名

事

業

所

旭日小綬章

教育書供給功労

今泉 良郎 青森県図書教育用品㈱

旭日小綬章

地方自治功労

西谷

旭日単光章

農業振興功労

清野 俊博

㈲せいの農園

旭日単光章

地方自治功労

齋藤 義弘

㈲陸奥販

瑞宝単光章

技能検定功労

坂本

文部科学大臣表彰

地域文化功労

川村昇一郎

コーヒー＆ギャラリー
五十石館

厚生労働大臣表彰

食品衛生優良施設

㈱角長

㈱角長

国土交通大臣表彰

建設事業関係功労 南 直之進

㈱南建設

国土交通大臣表彰

建設事業関係功労 佐藤 和昭

㈱キタコン

洌

一

（同）西谷

弘前航空電子㈱

弘前市ゴールド卍賞

産業、経済等の
振興に貢献

弘前市旅館
弘前市旅館ホテル組合
ホテル組合

弘前市ゴールド卍賞

教育、文化等の
振興に貢献

高木 弘子

㈲高木静一商店

〈 新年の挨拶をする今井会頭 〉
当所主催の新春祝賀会が１月４日、ホテルニ

影響に苦しむ事業者に寄り添い『頼りになる商

ューキャッスルにおいて開催されました。参加

工会議所』として積極的に支援と対応に努めて

は、ワクチン２回接種済みの会員事業所１名限

いく」
「あわせて、本年を感染防止と社会経済活

定で、規模縮小、時間短縮、手指消毒など万全

動をより高い次元で両立させる年として位置付

街づくり大賞

アップルウェーブ㈱

なる新型コロナウイルス感染症対策を講じての

け、弘前市をはじめ関係団体との連携を密にし

会 頭 特 別 賞

弘前エールプロジェクト実行委員会

開催のため、出席者は２００名と例年の約半数

ながら地域経済ならびにそれを支える事業者の

となりましたが、商工会議所のさらなる飛躍を

発展のため、全力を尽くす」と抱負を述べま

期して新しい年を祝いました。

した。

祝賀会では国歌静聴のあと、今井会頭が挨拶

〈受章（賞）者を称えて〉

第２０回街づくり大賞受賞者
受

賞

名

受賞者名

続いて来賓を代表して櫻田弘前市長より祝辞、

「地域経済が長期にわたり、新型コロナウイル

清野弘前市議会議長の乾杯で祝賀会は進行いた

ス感染症の大きな影響を受けるなか、当所では

しました。なお例年、同会の席上で行われてい

これまで資金繰り等に対する特別相談窓口の設

る街づくり大賞表彰式および前年の国家表彰な

〈街づくり大賞〉

置による対応とともに年間を通じて国や青森県、 らびに大臣表彰、弘前市ゴールド卍賞などを受
弘前市の各種支援制度の申請・給付、問合せ等

賞された会員事業所の方々の顕彰式は、感染症

に全所一丸となって精力的にあたってきた。最

対策の一環として、祝賀会に先立ち、別会場に

優先課題として、引き続き新型コロナウイルス

おいて実施され、今井会頭より記念品の盾が贈

感染症に関する中小企業支援の実施を収束まで

呈されました。

〈会頭特別賞〉
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ＩＣＴ技術活用で『経営を、弘前を元気に！』

補助金情報
補助金情報

【セミナーのご案内】

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会

本補助金は第５回公募において一部見直しが

の変化に対応する中小企業等の思い切った事業

されています。主な見直し項目は以下のとおり

再構築を支援する事業再構築補助金の第５回公

です。

募が始まりました。

１．新事業売上高１０%要件の緩和

本補助金は「新分野展開」
、
「業態転換」
、
「事

●３～５年間の事業計画期間終了後、事業再構築

業・業種転換」
、
「事業再編」など比較的に規模

で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の

が大きく思い切った事業再構築意欲が高い事業

１０％以上となる事業計画を策定することを求

者が、最大８，
０００万円（通常枠）の補助が受け

めている要件について、付加価値額の１５%以上

られる制度で、政府がコロナ禍での経済対策と

でも認めることとする。

して実施する目玉事業です。

●また、売上高が１０億円以上の事業者であっ

【必須条件】
１．売上の減少（コロナ前との期間売上）
。
２．事業計画を当所や金融機関等の認定経営
革新等支援機関と策定し、一体となって
取り組む。
３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の
年率平均３．
０%（一部５．
０%）以上の増加
等の達成。
【中小企業補助額】
通常枠 １００万円～８，
０００万円
（従業員数に応じて）
補助率２/３
緊急事態宣言特別枠
（宣言の影響を受けた事業者）
１００万円～１，
５００万円
（従業員数に応じて）
補助率３/４
【応募締切】
令和４年３月２４日㈭

て、事業再構築を行う事業部門の売上高が３億
円以上である場合には、当該事業部門の売上高
の１０％以上でも要件を満たすこととする。
２．補助対象経費の見直し（貸工場・貸店舗
等の賃借料）
●補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修等
を完了して貸工場・貸店舗等から退去すること
を条件に、貸工場・貸店舗等の賃借料について
も補助対象経費として認める。なお、一時移転
に係る費用（貸工場等の賃借料、貸工場等への
移転費等）は補助対象経費総額の１／２を上限
とする。
３．農事組合法人の対象法人への追加
●事業再構築への一定のニーズがあることを踏
まえ、農事組合法人を対象法人に追加する。
〇詳しくはこちら〇

※本補助金はＷｅｂによる電子申請となって
います。電子申請のためには「ＧビズＩＤプ
ライムアカウント」の取得が必要となりま
す。アカウント取得まで３週間以上かかるこ
ともありますので、早期の取得が必要です。

←事業再構築補助金
ホームページ


＜中小企業相談所＞

令和３年度会費納入のお願い
令和３年度会費の納入はお済みでしょうか。
まだ納入がお済みでない方はお送りして
いる振込用紙で年度内（３月３１日まで）に

現在、ハローワークで求職中の方々の情報で
す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー
ク弘前・紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ
せください。

ご納入いただきますようお願い申し上げます。

受講訓練
受講期間

お振り込みの際は、振込用紙に記載され
ている金融機関をご利用いただくと、手数

１

料無料でご納入いただけます。
また、お振り込みを確認できない事業所
様へは、当所職員がご連絡をさせていただ
きますので、よろしくお願いいたします。

令和４年２月１５日

２

免許・資格・
専門知識・技術等

職歴・経験等 希望勤務地

パソコン
基礎科 Word文書処理技能認定試験３級
３ヶ月
ゼロから始める
Webデザイナー
科（託児）
３ヶ月

指定自動車教習所指導員
銀行等窓口事務員
Excel表計算処理技能認定試験２級
総合事務員
Word文書処理技能認定試験２級
一般事務員
Webクリエイター能力認定試験初級

弘前市

弘前市
平川市
藤崎町

※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。

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）
が生活の一部となっている現在、コミュニケー
ションアプリ「ＬＩＮＥ」をビジネスで活用されて
いる方も多いのではないでしょうか？多くの方
は無料版のアプリを利用されていると思われま
すが、あくまでも個人アカウントでの利用のた
め、予期せぬトラブルに巻き込まれることも想
定されます。
ビジネス版の「ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳ」は契約を
した会社（組織）専用の独立したアプリで、外
部の一般ＬＩＮＥユーザーとは繋がっていませ
ん。セキュリティが担保されデータも保全され
るため、単なる連絡ツール以上の活用ができる
ようになります。
ＳＮＳというＩＣＴ技術を経営に取り入れ、組織
力をアップし生産性向上に繋げることを目的と
して、標記セミナーを下記のとおり開催します。
是非ご参加ください。
日時：令和４年３月７日㈪
１４：３０～１７：００
場所：弘前商工会議所会館２階大ホール
内容：
第一部１４：４０～１５：２０
「４７都道府県で『仕事が楽しい』を実現する
ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳをハブとしたＩＣＴ経営」
講師：廣瀬信行氏
ワークモバイルジャパン株式会社
マーケティング本部
地方創生アーキテクトマネージャー
第二部１５：３０～１６：１０
「ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳデモンストレーション」
講師：東本岩雄氏
ワークモバイルジャパン株式会社
シニアセールスエンジニア
第三部１６：３０～１７：００
「個別相談会」
申込：弘前商工会議所経営二課にお電話く
ださい（ ℡３３−４１１１）
共催：青森県信用保証協会弘前支所
弘前商工会議所中小企業相談所
日本政策金融公庫弘前支店
青森県中小企業団体中央会弘前支所

＜経営二課＞

「コロナ禍の今はじめてみよう、
ＤＸチャレンジ講座」延期開催のお知らせ
２月７日㈪に開催を予定しておりました
「コロナ禍の今はじめてみよう、ＤＸチャレンジ
講座」は、下記日程に延期となりましたのでお
知らせいたします。
既にお申込みをされた方につきましては、再
度参加のご連絡は不要ですが、これから参加申
し込みをされる方は担当宛てまでご連絡くださ
いますようよろしくお願いいたします。
■延期後日程等
日 時：令和４年３月３日㈭
１４：００～１６：００
場 所：弘前商工会議所会館２階
連絡先：３３−４１１１
担 当：経営二課
内 容：◆ＤＸ概要（ＤＸとは）
◆ＥＣサイトをはじめるには
◆オンライン予約システム・セルフ
レジ・キャッシュレス決済
◆非対面商談・受発注システム構築
◆ＳＮＳの有効活用
◆事例紹介
等
本セミナーの概要につきましては当所ＨＰの
ＴＯＰＩＣＳ上の「コロナ禍の今はじめてみよう、
ＤＸチャレンジ講座」延期のお知らせをご確認
ください。

https://www.hcci.or.jp/

＜経営二課＞
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コロナの影響で売上が減少している皆様へ 事業復活支援金のご案内

お気軽に相談を！！
『行政書士相談日』
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４年３月９日㈬
令和４年４月１３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ＴＥＬ：３３−４１１１経営一課まで）


＜経営一課＞

必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も
青森県特定（産業別）最低賃金改定のお知らせ
１ 令和３年１２月２１日からの金額等は、次のと
おりです。
⑴鉄鋼業 時間給 ９２９円 （改定前 ９０３円）
⑵電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
時間給 ８５９円 （改定前 ８３３円）
⑶各種商品小売業
時間給 ８５２円 （改定前 ８２５円）
⑷自動車小売業
時間給 ８９０円 （改定前 ８６４円）
２ なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者
に適用される「青森県最低賃金」は、令和３年
１０月６日から、時間給８２２円 に改定されてい
ます。
３

業務改善助成金の活用方法等については、
「 業 務 改 善 助 成 金 コ ー ル セ ン タ ー 」（電話：
０３−６３８８−６１５５）にお問い合わせください。

４ 雇用調整助成金等の活用方法等については、
「雇用調整助成金、産業安定助成金コールセン
ター」（電話：０１２０−６０−３９９９）にお問い合わ
せください。
５ 詳しくは、青森労働局ホームページからもご
覧になれます。
（http://jsite.mhlw.go.jp-roudoukyoku/）
【お問い合わせ先】
青森県労働局労働基準部賃金室
℡０１７－７３４－４１１４


＜経営二課＞

法 人 に 最 大 ２５０ 万 円 、 個 人 事 業 主 に 最 大
５０万円を給付する国の制度です。
◇対象者
新型コロナの影響で、
２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の
売上高が、
２０１８年１１月～２０２１年３月までの間の任意の
同じ月の売上高と比較して５０％以上又は
３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中
小・小規模事業者、フリーランスを含む個人
事業主）
◇給付額
◎上限額

◇申請方法
登録確認機関による事前確認の後、申請用の
ＷＥＢページから申請いただけます。
※一時支援金又は月次支援金を受給している
場合には、原則として改めて事前確認を行う
必要はありません。
※当所で事前確認を行う場合、会員であるこ
と（過去から１年以上継続、又は今後も含め
１年以上継続するもの）及び直近の年度会費
を完納していることが要件となります。
◇必要書類
確定申告書、通帳（振込先が確認できるペー
ジ）
、履歴事項全部証明書（法人）
、本人確認
書類（個人）
、宣誓・同意書、対象月の売上台
帳等 ほか
◇詳しくはホームページ、申請要領でご確認く
ださい
事業復活支援金事務局ＨＰ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

※ 法
人
個人
年間売上
年間売上
年間売上
売上減少率
事業主 １億円以下 １億円超
５億円超
～５億円
▲５０％以上 ５０万円

１００万円

１５０万円

２５０万円

▲３０％以上
３０万円
５０％未満

６０万円

９０万円

１５０万円

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月の間で売上の
比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

◎算出式
給付額＝（基準期間の売上高）－（対象月の
売上高×５）
基準期間「２０１８年１１月～２０１９年３月」
「２０１９年
１１月～２０２０年３月」
「２０２０年１１月～２０２１年３
月」のいずれかの期間。売上高の比較に用いた月
（基準月）を含む期間であること。
対 象 月２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの
月。基準期間の同月と比較して売上が５０％以上又
は３０％以上５０％未満減少した月であること。

◇お問い合わせ先
事業復活支援金事務局相談窓口
ＴＥＬ：０１２０−７８９−１４０
ＩＰ電話から：０３−６８３４−７５９３
受付時間は８：３０～１９：００（土日、祝日を含
む全日対応）

＜中小企業相談所＞

知的財産について悩みや不安はありませんか？

独占禁止法相談ネットワークの
御利用をお持ちしております。

特許や商標、著作権など世の中には多くの知
的財産が存在します。知的財産の中には特許権
や実用新案権など、法律で規定された権利や法
律上保護される利益に係る権利として保護され
るものがあります。最近は多くの企業や個人が
インターネットやＳＮＳをビジネスで活用する
ようになり、著作権や意匠権などをはじめとし
た知的財産に係るトラブルも増えてきています。
一般社団法人青森県発明協会では、弁理士・
弁護士による無料相談会を下記日程で開催して
いますので、知的財産についてお悩みがある方
は是非ご相談ください。
開催日：令和４年３月８日㈫
時 間：１０：００～１６：００
場 所：弘前商工会議所会館
※事前予約が必要です
また、知財活用弁理士を県内の企業や団体、
教育機関等に派遣して、知的財産の活用による
事業展開のご相談や知財講座を実施することも
できますので、知的財産に関することは何でも
ご相談ください。
※相談や専門家派遣等は無料です
【お問い合わせ先】
一般社団法人青森県発明協会
℡０１７−７６２−７３５１

＜経営一課＞

企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

当所では、独占禁止法、下請法及び消費税転
嫁対策特別措置法の相談を受け付けておりま
す。内容、御希望により公正取引委員会の窓口
を御紹介します。
○こんなことでお困りではありませんか？
◆マーケティングの内容が独占禁止法に違反？
◆注文どおりなのに、取引先から返品された。
下請法違反じゃないの？
◆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？
お問い合わせ先
◎公正取引委員会事務局東北事務所
℡０２２−２２４−７０９５（総務課：独占禁止法）
℡０２２−２２５−４２６０（消費税転嫁対策調査室：
消費税転嫁対策特別措置法）
℡０２２−２２５−８４２０（下請課：下請法）


＜経営一課＞

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第６３回：従業員の犯罪について（コンビニ経営その３）
Q コンビニを経営していますが、従業員がレ
ジのお金や商品に手をつけているようです。
どのように対処すればいいでしょうか。
A やるべきこととしては、①盗まれたお金や
物を返してもらう（返せなければ損害賠償を
請求する）
、②辞めてもらう（退職か解雇）
、
③刑罰を受けさせる（警察に被害を届け出る）
、
の３つが考えられます。いずれにせよ、その
従業員がレジのお金や商品に手をつけた証拠
をしっかり残す必要があります。その時に大
事なのが、防犯カメラ、勤務日報、レジの入
出金記録、商品の仕入・売上記録ですので、
これらは無くしたりデータを消したりしてし
まわないようきちんと保存しておいてくださ

い（特に防犯カメラは古いものが自動的に消
されてしまうこともあるので要注意です）
。
それらの証拠を踏まえて、本人に対して事
実関係の確認を行った上で、被害弁償の約束、
懲戒解雇、刑事告訴といった手続のうち必要
と考えるものを行います。
たとえ従業員が違法行為を行っていたとし
ても、罪を認めるように強く迫ったり、一方
的に高額な賠償の約束をさせたり、就業規則
もないのに懲戒解雇するなどの強硬手段を取
ると、それ自体が違法となり、今度はこちら
が責められる立場になるおそれがありますの
で、早いうちに弁護士に相談の上慎重に対処
してください。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）
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弘前かいぎしょ TODAY

コロナ影響のあらゆる業種の支援を弘前市に要請

冬の交通渋滞緩和に向けて

～時差出勤・公共交通利用推進へのご協力を！～

〈 窮状を訴える今井会頭 〉
１月２７日、今井会頭をはじめ副会頭が弘前
市役所を訪問、新型コロナウイルス感染症の影

域経済活動のさらなる萎縮が危惧されることか
らの緊急要望となりました。

響を受ける事業者支援の緊急要望書を櫻田弘前
市長に提出いたしました。

今井会頭は「あらゆる業種の支援をしなけれ
ば市の経済が死んでしまう。一刻も早くという

コロナによる影響が長期化するなか、事業者

思いでお願いに至った」と窮状を訴え、要望書

からの相談件数が再び増加しており、特に売上

を受け取った櫻田市長は、国の中小法人・個人

減少による資金繰りに関する相談が多く、市の

事業者のための「事業復活支援金」といった支

融資制度を活用した事業者からは、売上の回復

援制度の活用を呼び掛けるとともに「飲食店以

が遅れている状況下での今後の返済が始まるこ

外の支援策についても市独自に対策を検討した
とに対する不安の声も数多く聞かれております。 い」と述べました。
また、昨年からの原油高や今般のまん延防止等
当所では、今後とも長期化する新型コロナウ
重点措置による影響も加わり、飲食業だけでな

イルス感染症の影響を受ける事業者への支援を

く、卸売業、サービス業をはじめ、関連する事

最優先課題として取り組んでまいります。

業者も大変厳しい経営状況に置かれており、地



＜総務財政課＞

雪の時期には、車道が狭くなる、送迎の車が
増えるなどの理由で市内の色々な場所で渋滞が
発生します。渋滞によって移動時間がかかり、
時間に間に合わないといった問題以外にも、救
急車・消防車などの緊急車両が通行できない、
自動車の燃費の悪化、二酸化炭素の排出量の増
加、ストレスがたまるなど様々な問題が生じ
ます。
弘前市では、昨冬、通勤時間帯の交通渋滞を
緩和するため、市職員を対象に時差出勤や公共
交通利用の推進等に取り組んでおり、今冬は、
その効果をより高めるため、地域の事業者の協
力を呼び掛けているところであります。
つきましては、冬の交通渋滞緩和に向けた取
り組みとして、下記により会員各位のご協力を
お願い申し上げます。
記
１交通渋滞緩和に向けた取り組み
・時差出勤及び在宅勤務の実施協力
（朝７時３０分～８時３０分の交通分散）
・公共交通又は徒歩通勤への転換協力
２弘前市の取り組み実施期間
・令和４年２月２８日㈪まで
なお、現在当所では自動車通勤職員を対象に
希望者による時差出勤を試行的に実施。時差出
勤勤務時間を午前９時１５分～午後５時４５分
（通常勤務時間：午前８時４５分～午後５時１５
分）としております。冬の渋滞緩和に向けて、
皆様方のご協力をお願い申し上げます。

弘前ＹＥＧプレミアム商品券利用期間延長！
当所青年部より販売しておりました弘前ＹＥＧ
プレミアム商品券の利用期間を以下のとおり延
長いたします。
利用期間：令和４年２月２７日㈰まで
※本チケットの販売は全て終了しております。
また、払い戻し等の対応は出来かねますので、
期間内にご利用ください。


＜経営一課＞

