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〈櫻田市長から今井会頭へ回答書が手渡されました〉

　２月２２日、今井高志会頭に対し櫻田宏弘前市

長から「令和４年度弘前市に対する重点要望事

項への回答書」が手渡されました。

　これは、昨年秋に当所から弘前市に提出して

いた要望事項への回答で、当日は、正副会頭は

じめ９部会から正副部会長、青年部会長、女性

会会長らが同席、常議員会案件審議に先立ち行

われました。

　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１１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

期的継続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・環境整備の強化』

について、「市民の暮らしと命を守るとともに

経済を回すことを重視、今後、適切に支援でき

るよう弘前市独自の支援策を随時、検討してい

く」と説明しました。また『弘前市中心市街地

活性化の促進と新たな計画策定』に関しては、

「今年度中に新計画のビジョンを公表しながら、

弘前れんが倉庫美術館を核とした活性化を図

る」と回答しました。

　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１１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、長期にわたり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４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４年度　弘前市への要望

　事項　　令和４年度はこちら

令和４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継

続支援とアフターコロナにおける各諸問題

への対応等、体制の再構築・環境整備の強

化について

２
弘前市中心市街地活性化の促進と新たな計

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

減少対策の継続的な推進について

２
子育て世代が安心して働ける環境づくり並びに

奨学金制度の拡充について

３

低所得家庭へのインターネット回線導入費・使

用料等の補助並びに当該対象施設へのＷｉ-Ｆｉ

設置による教育環境整備の推進について

４ 桜の街としての景観づくりの強化等について

５
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

６ 災害に強い安心・安全なまちづくりについて

７
青森経済の基盤であるりんご王国を維持・発展

させるための継続的な支援について

８
「弘前の地酒（日本酒・シードル・ワイン）で乾

杯条例」の早期実現について

９
市長と当商工会議所青年部との意見交換の場の

設置について
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　令和４年１月２９日、３０日に伴走型小規模事業者支援推進事業の一環で東京都世田谷代田キャ
ンパスにて、弘前の飲食料品を持ち寄ったイベント「弘前フェア」を開催しました。
　当事業は首都圏での新規販路開拓とテストマーケティングを目的に事業者自らが現地で商品を
販売するもので、今回弘前市から４事業所（弘前銘醸㈱・㈱ＲＥＤ ＡＰＰＬＥ・㈲弘前キュイジ
ーヌ・㈱Ｒｉｄｕｎ　※一部商品提供のみ）が参加しました。
　会場となった世田谷代田キャンパスは小田急線地中化に伴う、地上部分の再開発を行っ
た場所に位置し、街に開かれた小広場を構えた複合施設です。今回は同施設にオープンした
「ＤＡＩＴＡＤＥＳＩＣＡ フロム青森（㈱アグリーンハート）」の協力のもと、事業の実施に至りました。
　イベント当日はりんご・ジュース・シードル・お菓子等の様々な商品を販売し、会場は終始賑
わいを見せました。中でもりんごの詰め放題は終日に
渡り大盛況で、１トン近くあったりんごも完売し、そ
の人気の高さを顕わし、好評を博しました。
　両日とも好天に恵まれた影響もあり、開始から人出
も多く、２日間で約１，５００人が訪れました。来場者からは
次回開催を望む声も多く挙がり、地元商品のポテンシ
ャルの高さを再認識させられる２日間となりました。
　今回の事業実施を経て、今後の更なる販路開拓を目
指すべく、次年度も事業を検討してまいります。
� ＜地域・産業振興課＞

　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（２０２３年版）」を作成いたしました。

　このガイドブックは、令和５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＞

　当所会員共済制度「さくら共済」の令和３年

度の利益配当金を３月１８日㈮付で、各加入事

業所様の口座へお振り込みいたします。還付率

は年齢によって変わりますが、５５歳までの方

で、約１０．１％、月額掛金で換算すると１口加入

８００円に対し、配当金は約８１円で実質掛金は

７１９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９件

９００万円、高度障害保険金が１件１００万円、

入院給付金が９件１４１．２万円、ガン入院一時金

が２３件９２万円、６大生活習慣病入院一時金が

１２件２１万円となっています。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

ひろさき企業ガイド２０２３
窓口で無料配布しております

事　　業　　所　　名 代　表　者 住　　　　　　所 営　業　内　容

サカモト電工 坂本　友哉 弘前市船水３丁目８－１０ 電気工事業

㈱ＦＲＯＭＮＩＣＯ 村元　博之 弘前市松森町１４７ 美容業

会員登録情報の変更はございませんか？

移転等による所在地の変更、代表者等の変更が生じましたら、お手数ですが、ご連絡をお願いいたします。

� ＜総務財政課＞

ご入会ありがとうございました。（現在会員数２，７５２件）
新型コロナウイルス関連の支援制度につきまして、３面でご案内しておりますので、引き続きご活用ください。

　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するにあたり、当所職

員および引受保険会社社員が皆様の事業所へお

伺いいたします。この機会にご加入のご検討く

ださいますようよろしくお願いいたします。

　『さくら共済』（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））は、会員事業所で働く皆様の

福利厚生制度としてお役に立てる共済制度です。

　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。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、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。詳細については今月号の

折り込みチラシ、または当所ホームページ掲載

のパンフレットをご覧いただくか、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

　ＴＥＬ：０１７２－３３－５７４４

第６４回：従業員の無断欠勤について（コンビ

　ニ経営その４）

Q　コンビニを経営しています。無断欠勤を
続けていて連絡も取れない従業員がいま
す。どうすればいいでしょうか。
A　無断欠勤を続ける従業員がいる場合、ま
ずは本人への連絡を試みます。急病等の可
能性もありますので、悪質な欠勤と決めつ
けず、電話、メール、ＬＩＮＥ、ＳＭＳ、
緊急連絡先など、知り得る限りの連絡を試
みます。直接自宅を訪問してみることもい
いでしょう。
　　２週間以上連絡が取れない場合、解雇を
検討します。その場合、まずは解雇予告の
通知をします。その際、通知を受け取って
から３０日後に解雇する内容とすれば解雇
予告手当は不要です。相手に届いたことを
確実にするために、内容証明かつ配達証明
の郵便方法で出します。
　　解雇は、普通解雇に留めておくのが無難
です。懲戒解雇は後で無効とされるおそれ
があるので極力控えます。
　　退職後に渡す書類（離職票、退職証明書
など）を用意し取りに来させます。欠勤前
に勤務して発生した給与は、会社に支払義
務がありますので、通常通り本人の口座に
振り込みます。
　　連絡方法、解雇の扱い、事後の対応等
色々な問題が生じうるので、できれば弁護
士や社労士等の専門家に相談しながら慎重
に対処しましょう。
（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

　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。

受講訓練
受講期間

免許・資格・
専門知識・技術等

職歴・経験等 希望勤務地

１
パソコン・ＩＴ
パスポート科

６ヶ月

保育士・幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）・ITパスポート・
CS試験（ワープロ部門）２級・
CS試験（表計算部門）２級

保育士
施設介護職員

弘前市

２
医療・調剤
事務科１
５ヶ月

調剤事務管理士・Excel表計算
処理技能認定試験３級・Word
文書処理技能認定２級・ヨガイ
ンストラクター・ベビーマッサー
ジ・ベビーヨガインストラクター

他に分類されない
受付・案内事務員

弘前市

３
介護実務者
研修者科１

６ヶ月

MOS Wordスペシャリスト
MOS xcelスペシャリスト
介護職員実務者研修修了者

黒石市
弘前市

※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。

～１/２９-３０　東京都世田谷代田にて「弘前フェア」開催！～
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問い合わせ
中小企業相談所
ＴＥＬ（３３）４１１１　ＦＡＸ（３５）１８７７

　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４月１３日㈬
　　　　　令和４年５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

（ご予約はＴＥＬ：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』 「事業復活支援金」の対象事業所ではありませんか？

【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

　「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している専
門相談機関です。ご相談は無料で、原則訪問
し事業承継に関する親族内・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
じています。
　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。
　令和４年度、弘前商工会議所では下記の日程
で相談会を開催いたしますのでご利用ください。

２０２２年 　４月１４日㈭
　５月１２日㈭
　６月　９日㈭
　７月１４日㈭
　８月２５日㈭
　９月　８日㈭

２０２３年

１０月１３日㈭
１１月１０日㈭
１２月　８日㈭
　１月１２日㈭
　２月　９日㈭
　３月　９日㈭

　・原則、毎月第２木曜日　１３：３０～１６：００
　　（８月のみ２５日㈭）
　・会場：弘前商工会議所会議室
※お問い合わせ・お申し込み
　・弘前商工会議所経営二課
　　ＴＥＬ０１７２－３３－４１１１　または
　・青森県事業承継・引継ぎ支援センター
　　ＴＥＬ０１７－７２３－１０４０
　　（（公財）２１あおもり産業総合支援センタ
　　　ー内）までご連絡ください。

　本誌２月号でご案内したとおり、新型コロナ
ウイルスの影響を受けた中小法人・個人事業主
の事業の継続・回復を支援する事業復活支援金
の申請が始まっています。
　対象者は、２０２１年の１１月から２０２２年の３
月までのいずれかの月の売上が２０１８年１１月以
降の同月比で３０％以上減少した事業者が対象と
なり、法人に最大２５０万円、個人事業主には最
大５０万円給付される国の制度です。
　本制度は新型コロナウイルスの影響を受けて
いることが条件となりますが、あらゆる業種が
対象となっています。青森県では１月２７日よ
り、弘前市をまん延防止等重点措置の実施区域
に指定していたこともあり、営業時間の短縮等
の要請を請けた飲食業のみならず、様々な事業
者が、大きな影響を受けていると思われます。
　まん延防止等重点措置等人流抑制による需要
の減少のみならず、コロナ禍を理由とした供給
の減少により、必要不可欠な部品や資材が調達
できなかったことによる事業活動の縮小なども
対象になるので、建設関連業や製造業の事業者
も対象になります。
　事業復活支援金の専用ホームページを確認し、
対象になるか確認してみてください。

◇給付額

　◎上限額

売上減少率
個人　
事業主

※　法　　　人

年間売上

１億円以下

年間売上

１億円超　
　～５億円

年間売上

５億円超

▲５０％以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上
　５０％未満

３０万円 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。

◇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。

◇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/

◇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＞

弘前市が実施するコロナ関連支援制度
　弘前市では経済施策として、下記のとおり独
自のコロナ関連支援制度を実施します。当所で
は、去る１月２７日に櫻田弘前市長へ「新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受ける事業者支援
の緊急要望書」を提出しています。今回の支援
制度は、まん延防止措置による営業時間短縮要
請の協力金が支給される飲食業等以外の、幅広
い業種の事業者への支援策を実施するなど、当
所からの要望を反映した内容になっています。

【ひろさき事業復活支援金】
　弘前市では、新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴い、経済的に大きな影響を受けている市
内中小事業者等の事業継続を支援するために支
援金を給付します。
■支援金の額
　中小法人等４０万円／個人事業主２０万円
　　※１事業者あたり（定額）
■対象者

市内に本店又は主たる事務所のある中小法人
等又は個人事業主であって、事業継続に取り
組む者。
※「令和３年度弘前市飲食店等営業時間短縮要
請協力金」の交付を受けた者または受けよう
とする者は交付対象外

■交付要件

①減収要件

　令和３年１１月から令和４年３月の間のいずれ
かの月の売上高が、平成３０年１１月から令和３
年３月までの任意の同じ月の売上高と比較して
３０％以上減少した月があること。

②事業継続意思要件

　令和３年１０月３１日以前から事業を継続して営
んでおり、申請時点以降も1年以上継続して営
む意思があること。

③基準年の事業収入要件

　基準年（令和３年１１月から令和４年３月の任
意の月との比較の元になった事業年度または
年）における年間事業収入が、法人４０万円以
上、個人２０万円以上の事業者であること。
※詳しくは折込チラシをご覧ください

【小口資金特別保証融資「特別小口枠Ⅲ」】
　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Ⅱ」を設けていましたが、こ
の度、令和３年度補正予算により更に融資限度
額を拡充した「特別小口枠Ⅲ」が新たに設けま
した。

■資金使途
運転資金（Ｒ２「特別小口枠」、Ｒ３「特別小口
枠Ⅱ」の借換含む）
設備資金（新型コロナ対策関連に限る）
■融資限度額　　７００万円
■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

県のまん延防止等重点措置の適用による営業時
間短縮等の要請に協力した飲食店の皆さま

　弘前市では、飲食店等営業時間短縮要請協力
金の申請を受付ています。
※第１期（１/２７～２/２０）分の申請締切は
３月２２日必着となっていますのでご注意くだ
さい。
※第２期（２/２１～３/６）分締切は４月１８日
必着です。
� ＜中小企業相談所＞
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▲ ユニークなネーミングに思わず（笑）

　第２１回全国高等学校ファッションデザイン

選手権大会（ファッション甲子園２０２２）のキー

ビジュアルが決定しました。

　全国の高等学校１４校（１１府県）から８８作品

の応募があり、石川善朗審査員（弘前大学非常

勤講師）による審査の結果、五所川原第一高等

学校１年荒谷心夢さんの作品「想像」が選出さ

れました。作品は、ファッション甲子園２０２２

の募集要項、ポスター等の各種広報物に使用さ

れます。

　◆優秀賞（キービジュアルに採用）

　　五所川原第一高等学校

　　荒谷　心夢さん

　　作品名：想像

　◆佳作

　　岡山県立興陽高等学校

　　佐藤　愛衣さん

　　青森県立七戸高等学校

　　櫻田　瀬那さん

優秀賞受賞コメント

「この度、ファッション甲子園のポスター原画

に採用していただき、ありがとうございました。

ポスター原画に採用されることを目標にしてい

たのでとても嬉しかったです。結果を聞いた瞬

間は、驚きの方が大きく短い沈黙の後に母と一

緒に「やったあ～」と声を上げ抱き合って喜び

ました。私の絵が、ポスターになるなんて夢の

ようです。

　この絵のこだわりポイントは、目立つ色を使

ってはっきり描くことでした。大きい紙を使っ

たので色塗りが少し大変でしたが頑張って良か

ったです。黒いペンで縁をなぞったり、どこを

何色で塗るかを考える時間がとても楽しくてわ

くわくする時間を過ごすことができました。あ

りがとうございました。」

優秀賞作品講評

「とても構図が良いデザインだと思います。色

彩も鮮やかでアイキャッチが出来ます。

今一歩手を加えるなら、背景の円の大きさをラ

ンダムにするとか、円の中に服のデザインを入

れるとかすればタイトルの「想像」とよりマッ

チできると思います。」

　ファッション甲子園２０２２は、４月１日からデ

ザイン画募集開始、５月にデザイン画による一

次審査、８月にファッションショー形式の最終

審査会を予定しています。

　今大会から新たな審査員として、ファッショ

ンデザイナーの津森千里氏、クリエイティブデ

ィレクターの天津憂氏が加わります。

　ファッション甲子園の詳細はホームページに

掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

【ファッション甲子園ホームページ】

http://www.f-koshien.com/

� ＜地域・産業振興課＞

＜ファッション甲子園実行委員会事務局担当＞

　県では、高校生に地元への愛着を持ってもら

い、弘南鉄道沿線の活性化につなげるため、弘

前実業高校、黒石高校と弘前市内の事業者と連

携し、約１年間にわたり商品開発に取り組んで

います。

　「バズる」をキーワードに、商品の中身から

商品名、パッケージデザイン、ＳＮＳ発信用Ｃ

Ｍや店内販売用ＰＯＰの制作など、商品の企画

から販売までの一連のプロセスに高校生が挑戦

しました。

　完成した各商品は２月２２日から下記で販売

されています。この商品をきっかけに、沿線の

周遊など弘南鉄道の利用促進や地域の活性化に

もつなげていければと関係者は期待を寄せてい

ます。なお、売上の一部は弘南鉄道に寄付され

ます。

　ぜひ一度、高校生が考えた商品をお試しいた

だき、高校生の取組を応援しましょう！

■連携高校

弘前実業高校（商業科８０名、情報処理科４０名）

黒石高校（情報デザイン科３７名）

■連携事業者（弘前市）

いなみや菓子店、㈲ＡＮＥＫＫＯ、多機能型事

業所エイブル、ＧＡＲＵＴＳＵ㈱

■開発商品

①どんどんず（ノーマル・南国／弘南鉄道マスコ

ットキャラクター「ラッセル君」のお尻型の最

中で、中身はバナナ最中の餡）

▲

ファミリーマート（平賀駅前店・黒石あけぼ

の町店・弘前アプリーズ店・弘前城南三丁目店）

▲

カブセンター弘前店

▲

いなみや菓子店

▲

道の

駅ひろさきサンフェスタいしかわ

▲

鰐ｃｏｍｅ

②弘南鉄道チャレンジパン（激辛・激甘／食べ

進めるにつれ、どんどん辛くなる（甘々が続く）

パン）

▲

ファミリーマート（平賀駅前店・黒石あけぼ

の町店・弘前アプリーズ店）、

▲

農産物直売所野

市里

▲

鰐ｃｏｍｅ

③わんこのうんこ（ドッグフード。世界遺産白

神山地の熊の内臓使用）

【お問い合わせ先】青森県中南地域県民局地域

連携部地域支援チーム（ＴＥＬ）３２－２４０７

ファッション甲子園２０２２キービジュアル決定＆デザイン画募集始まります！

　詳しくはこちらから ▼

「バズる」弘南鉄道応援商品、高校生ら開発　〜２月２２日デビュー！〜

会報誌をリニューアルします
令和４年４月号より、会報誌をリニュー

アルいたします。会報名を「かいぎしょ

ＴＯＤＡＹ」から「弘前商工会議所会報」

へと変更し、判型はＡ４判・８ページと

なります。今後も会員の皆様のお役に立

つ情報を発信してまいりますので、ぜひ

ご活用ください。

� ＜総務財政課＞

Ｔｗｉｔｔｅｒ 県ホームページ


