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弘前商工会議所
TEL 0172(33) 4111

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

会報

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

〈平成３１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

若者の地元就職・地元定着の促進並びに人
材育成について

「弘前ブランドセンター」構想を含んだ弘
前版ＤＭＯの早期実現について

２

３

弘前市中心市街地活性化基本計画事業の促
進について

□重点要望事項
１

弘前市立小・中学校の室内空間における青森県
産木材の使用について

２ 市内小・中学校の教室と通学路の整備について
３ 受動喫煙防止に係る環境整備について

回答内容について説明する櫻田市長
２月２１日に当所会館６階特別会議室におい

多大なる貢献をされていることに深く感謝申し

て、昨年１０月に提出していた、平成３１年度

上げたい。今後とも、商工業界の振興と活力あ

弘前市に対する重点要望事項への回答書が櫻田

る地域社会実現のため、地域の先導役として、

市長から清藤会頭に手渡されました。

なお一層のお力添えをお願いしたい」と述べま

当日は、正副会頭はじめ各部会、青年部、女
性会などから２０人が出席しました。
回答書の提出後、櫻田市長からは要望事項に
対する回答の説明がありました。

４ 医療支援について
５ 冬期間の雪対策について
６ 吉野町の赤煉瓦倉庫の保存について

した。
櫻田市長から回答書を受け取った清藤会頭は

７

ＪＲ弘前駅とえきどてプロムナード間のアクセ
ス性の向上について

８

国土強靭化に伴う防災減災、インバウンド等に
対応した新たな社会資本設備の策定について

「このたび要望した２２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、

全２２項目の要望事項のうち、最重点要望事

最重点要望の３項目については、弘前市と当所

項である「若者の地元就職・地元定着の促進並

が一体となって課題を解決していき『地域のた

びに人材育成について」
「
『弘前ブランドセンタ

めの商工会議所』として弘前市発展のために尽

ー』構想を含んだ弘前版ＤＭＯの早期実現につ

力していきたい」と述べ、感謝の意を表しま

いて」「弘前市中心市街地活性化基本計画事業

した。

の促進について」の３項目に関して、これまで

その後、出席した部会並びに青年部、女性会

の経緯と今後の処理方針についてお話いただき

からそれぞれの要望回答に対する所感が述べら

ました。

れ、それに対して櫻田市長からコメントをいた

あわせて、櫻田市長は「商工会議所の皆様は、 だきました。
商工業者のニーズに応えた経済・産業振興はも
なお、平成３１年度の弘前市に対する重点要

９ 空き家・空き地の利活用対策について
１０ 土手町一方通行解除に向けた検討について
１１ 地域内公共交通ネットワークの再構築について
１２

日本一の生産量を誇るりんご王国を維持するた
めの継続的な支援について

１３

インバウンド観光客を想定した弘前市公衆無線ＬＡＮ
環境の高度化ならびにポータルサイトの制作について

とより、まちづくりの中核を担う機関として、

望事項への回答の内容については、ホームペー

「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期実現
１４
について

歴史や文化を生かした魅力あふれるイベントを

ジでご報告いたします。

１５ 新規創業者・若手クリエーターの支援について

開催されるなど、弘前ならではの賑わい創出に
１６

人口流出の抑制、地元企業の事業拡大、県外企業の誘致のため、市
として産業用地の確保・提供に関する積極的な対応・協力について

１７

働き方改革等に伴う計画的な発注と適切な工期
設定について

１８

行政と経済団体（若手経営者）との定期的な意見
交換の実施について

１９ 高齢者及び女性の復職支援について
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農業経営支援事業講演会及びパネルディスカッションの開催

伊藤臣さんご逝去
当所記帳指導員の伊藤臣さ
んが、病気療養中のところ、
去る２月１８日にご逝去され
ました。行年５５歳。
伊藤さんは平成１１年から
記帳指導員として従事。２０
年間にわたり会員事業所の記帳指導、確定申告
指導を主な業務として職務に精励されました。
ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈

２月２８日に当所会館２階大ホールにて、農
業経営支援事業の一環で、講演会及びパネルデ

講師：㈱アグリーンハート代表取締役

ィスカッションを開催し、行政担当部署・関係
機関・金融機関・若手農業者１０２名の参加が

り申し上げます。

＜講演会＞
佐藤拓郎氏
演題：
「地域のプライヤーとしての私が目指すもの

ありました。

～スマート農業の可能性～」

本事業は、若い世代が「夢」を持てる事業展

４月１日から３０日まで『新さくら共済』春

＜パネルディスカッション＞

開の追及や今後の新商品開発及び先端技術導入、 テーマ：
「地域を担う新しい経営モデルと労働力
農業経営の法人化、農商工連携による労働力補
～求められる意識のアップデート～」

のキャンペーンを実施いたします。

完等、様々な農業経営支援などを実施すること

コーディネーター：佐藤拓郎氏

で地域の発展に繋がることを目的として開催し

パネラー：森山聡彦氏（もりやま園㈱）

でき、病気・災害による死亡から事故まで、業

ました。会場では、関係者の意見交換から多く

高橋哲史氏（㈱百姓堂本舗）

の情報を共有することができました。今後も更
なる農業経営支援の活動を展開していきます。


日商所報

『新さくら共済』は、会員事業所のみが加入
務上・業務外問わず２４時間保障されるため、

役員及び従業員の福利厚生制度にご活用いただ
赤石淳市氏（㈱ＲＥＤ ＡＰＰＬＥ）
（同）パープル ウィンドウ） けます。昨年１１月からは「生存保障」を充実
工藤昌弘氏（
＜地域・産業振興課＞ させた新保障内容へとリニューアルいたしま

知って得するビジネスマナー 「ハラスメントへの対応」

した。
また、当所独自の給付制度といたしまして、

ています。今回は、自社でハラスメントが起き

いと、トラブルが拡大する可能性が出てきます。 結婚や出産の祝金、健康診断助成金、事故通院・
ハラスメントが起きたら、その事実関係はさ 病気入院の際の見舞金なども付加されており

た際の対処の仕方をお伝えします。

ておき、被害者のケアを最優先に行います。
「あ

昨今、ハラスメントは大きな社会問題となっ

ます。

ハラスメントが発生すると、その被害を訴え

なたにも問題があったのでは？」「神経質にな

た社員はもちろん、職場全体の生産性も下がり

り過ぎじゃない？」といった言葉は、被害者の

ます。また、その事象が外部に漏れると企業イ

メンタルを悪化させるだけ。「眠れています

メージが著しく低下するなど、会社として大き

か？」
「食欲はありますか？」と、まずは心身の

商工会議所のおすすめの逸品』を差し上げてお

な損失を被ります。しかしながら、ハラスメン

状態を確認しましょう。それらの状態が良くな

ります。期間中、当所職員及びアクサ生命保険

トはいつ起きるか分かりません。経営者として

いと判断した場合、業務量を軽減する、医療機

弘前営業所の推進員が事業所を訪問させていた

は、ハラスメントが起きた際に間違った対応を

関への受診を促すなど配慮します。

だきますので、是非この機会にご検討をお願い

しないよう、社内で制度などを整備しておく必
要があります。具体的には、まずハラスメント

続いて、ハラスメントの確認作業に移ります。 いたします。
ヒアリング担当者はハラスメントの内容や被害
詳細については今月号の折込チラシをご覧い

の相談・苦情の受付窓口を常設しましょう。ま

の程度、証拠の有無などを聞き取りますが、担

た、事実関係のヒアリングを行う担当者も任命

当者には、被害者の話を途中で遮ったり、疑義

しておきます。再発防止措置も必ず実施してく

を挟んだり、否定的な発言をしたりしないよう

ださい。

指導してください。大切なのは、被害者の話に

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には抽選で『県内７

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

ハラスメントのヒアリング担当者は、被害を

しっかりと耳を傾ける姿勢です。また、加害者

説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧

訴えた社員に適切に対応できるよう柔軟に人員

とされる社員にも発言の機会を必ず与えるよう

ください。

を配置します。特に、担当者が男性１人だと、

にしましょう。



《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（株）

女性が被害者の場合、相談をためらってしまう

ハラスメントの対応が十分に整備されている

かもしれません。ヒアリング担当者は２人程度

企業では、通知・調整・調停・調査といった解

配置し、できれば、話しやすい女性社員を任命

決パターンが設けられています。解決パターン

します。そして、被害者の話を丁寧に聞き取る

がまだ設けられていない場合は、大まかな流れ

よう指導しましょう。

だけでも上役が決めておき、ハラスメントが起

当所会員共済制度「さくら共済」の平成３０

ハラスメントの事実の判定と、解決策の決

きた場合に会社として、冷静かつ緻密に対処で

年度の利益配当金を３月１９日付で、各加入事

定・通知は、上役が行います。もちろん、経営

きるようにしておきましょう。くれぐれも“ふ

業所の口座へ弘前商工会議所からお振込みいた

者でも構いません。このとき重要なのは、被害

た”をしてはいけません。

します。還元率は年齢によって変わりますが、

者のプライバシーと情報を守ることと、客観的



な事実に基づいて判断することです。そうでな



人財育成トレーナー
美月

あきこ

さくら共済利益配当金振込のお知らせ

５５歳までの方で、約３３．
３％、月額掛金で換算
すると２口加入１，
６００円に対し、配当金は約
５３３円で実質掛金は１，
０６７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７件
の６００万円、入院給付金が９件の１０６．
２万円
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＞
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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

住所

免許・資格・
希望月収（万）
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等

ゼロから
始める調剤
普通自動車免許
１ 薬局事務・ 平川市
看護師
パソコン科
３ヶ月

看護師１年１０ヶ月
１０
看護師
２年（パート）
看護師 ３年４ヶ月 弘前近郊

ゼロから
始める調剤
普通自動車免許
２ 薬局事務・ 弘前市
美容師
パソコン科
３ヶ月

美容師 ９年２ヶ月

ゼロから
始める調剤
普通自動車免許
３ 薬局事務・ 弘前市
（ＡＴ限定）
パソコン科
３ヶ月

小売業

１５年

１５
弘前市

普通自動車免許
１５
メディカルワーク 看護助手 ２１年 弘前市、
教員免許（中学、
高校）
管理事務
８年 五所川原市、
ワード２級
販売員 １年６ヶ月 つがる市、
エクセル２級
板柳町
ＩＴパスポート試験

ＩＴ実務科
（パソコン
５
弘前市
実務科）
６ヶ月

普通自動車免許
玉掛け
ボーリングマシーン
土工
エクセル２級
ワード３級
ＩＴパスポート試験

１８
６年 弘前市と
近郊

普通自動車免許
７
日商簿記３級
パソコン
一般事務
（パート）
基礎科② 弘前市 ワード・エクセル３級

２４年６ヶ月
弘前市内
パワーポイント初級
４ヶ月
診療報酬請求事務（医科）

※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。

ひろさき企業ガイド２０２０
窓口で無料配布しております
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（２０２０年版）」を

取引で信用があるように装った後で、大口の
注文をして商品を取り込みその支払いをしな
いというものですので、１年程度信用取引を
しないことでかなりの防止策となり得ます。
また、ウェブ上で相手の情報や信用度がわか
ることがありますので、事前の調査をお勧め
します。本件が仮に取り込み詐欺であった場
合、回収は困難と思われますが、一度弁護士
へ相談してください。
取り込み詐欺事案に限らず、売掛金は時効
で消滅することがありますので、できれば日
頃から弁護士に相談できる体制を作っておく
ことをお勧めします。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）

平成３１年度中小企業融資制度等説明会
青森県の平成３１年度融資制度等説明会が開
催されます。
県・市及び関係機関の担当者から融資制度や
支援制度等について直接説明を聞くことができ
る絶好の機会です。中小企業の皆さんぜひご参
加ください。
なお、参加の方は事前にご連絡ください。
◆日時 平成３１年４月１５日㈪
１４：００～１５：３０
◆場所 弘前商工会議所会館２階２０１会議室
◆内容①青森県の融資制度について

②弘前市の融資制度について
③日本政策金融公庫（国民生活事業）の
融資制度について
④２１あおもり産業総合支援センターの
支援事業について
⑤青森県信用保証協会の保証制度等につ
いて
⑥青森県中小企業再生支援協議会・青森
県産業復興相談センターの支援事業に
ついて
⑦個別相談 等
＜経営支援課＞

お気軽に相談を！
！
『まちのよろず支援』

２月２７日、未来創生委員会（藤崎委員長）
主催、女性会（三上会長）共催による企業主導
型婚活事業『出逢いのプロムナード』がホテル
ニューキャッスルにて開催されました。
未来創生委員会の人口減少問題対策事業の一
環として企業の婚活への更なる意識向上に向け
た事業であり、今回で４回目の開催となりまし
た。内容は、弘前商工会議所会員事業所の独身
従業員や経営者を対象に、１対１のトークタイ
ム、ミニゲーム、食事をしながらのフリートー
クタイムを通じて、中間投票及び最終投票でそ
れぞれ気になる異性を選んでいただき、マッチ
ングをするというものです。
当日は、男性１０名、女性１０名の参加があ
り、最終的に４組のカップルが誕生し、記念品
として藤崎委員長より、ペア食事券が贈呈され
ました。

日常、業務を行う中で、許認可の必要性や
その他、商取引でわからないこと、お困りの
方に無料相談会を開催しております。
●開 催 日 ４月１０日㈬・５月８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 法人の設立、建設業の許可申請他
各種許可・登録申請、相続の手続き等について
※お待ちいただくことのないよう予約制と
させていただきますが、当日都合の悪い方で
相談がある方も調整が可能の場合もあります
ので、経営支援課までお問い合わせください。

＜経営支援課＞

当日は、三上会長の司会進行をはじめ、女性
会の方々がお世話係りとなり、ミニゲームやフ
リートークを盛り上げていただき、参加者も大
いに楽しんでいました。
次回開催は７月頃を予定しております。今後
も未来創生委員会では、新たな出会いのお手伝
いをさせていただきます。
＜経営支援課＞

作成いたしました。
このガイドブックは、
２０２０年春に就職を希望し

Ａ４版

ている新規学卒就職者に配
布するほか、今年３月に仙台・東京、４月に弘
前、青森、八戸で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３４事業所の企業概要が詳細
に掲載されており、一般の方でも事業所データ
ブックとして様々なご利用ができる内容となっ
ております。
ご希望の方には、当所窓口で差し上げており
ますので、お早めにどうぞ！
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〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第２９回：「取り込み詐欺」にご注意！
Q 大量の商品の注文を受けて納品したにもか
かわらず、相手から支払いがなされません。
どうすればいいでしょうか。
A 昔からある手口ではありますが、初めから
代金を支払う意思がないのに商品を買い入れ
て支払いをしないという「取り込み詐欺」が
急増しています。ご相談の件もその可能性が
あります。
「発注・納品」の後に「請求・支払」
をする「信用取引（掛け売り）」の制度を悪用
した手口です。被害を防ぐためには、新規顧
客の場合、当初１年程度は信用取引をせず、
前払いや即時決済で取引するようにします。
取り込み詐欺の典型的な手口は、当初の少額

１５
弘前市内

ＩＴ実務科
（パソコン
４
弘前市
実務科）
６ヶ月

６

平成３１年３月１５日

２，
０００万円

１．
１１％（２月１日現在）
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弘前かいぎしょ TODAY

会員サービス委員会 会員事業所の健康の取組み vol.9

交通安全朝礼（冊子の活用）
弊社では、リスクマネジメントの一環とし

観光振興委員会

㈱ムジコ・クリエイト

地方創生ＥＸＰＯ視察研修会

毎朝の血圧測定
り組みにチャレンジしています。

て２０１３年より出勤時に全社員のアルコール

また、最も新しい取り組みとしては、弊社

呼気検査を実施しています。このような検査

で毎朝行っている“交通安全朝礼”の冊子へ

については、交通安全事業に携わる者として

健康記録として〔昨夜の睡眠時間〕
、
〔今朝の

は当然のことではあるものの、改めて個々の

体調〕
、
〔アルコールの有無〕
、
〔血圧〕に関し

生活習慣を見直す良いキッカケになったとい

ての情報を記入し、可視化することで個々の

う意見が社員から多数聞こえてきています。

新たな気づきを促しています。

更に、社員の健康維持の観点から２０１７年

近年、病気など健康を害したことによる事

７月より全拠点で血圧測定器を設置し、毎朝

故の報道をよく耳にします。私たちの願いで

の出勤時に測定しています。健康な状態を維

あり、ビジョンは『事故の無い街にしたい』

持していることで自然に笑顔が増え、お客様

です。
【交通の安全】を確保するためには、

への印象も良くなり、教習に関しても好影響

安全な交通社会人を育成することが大切で

を及ぼしているようです。

す。そのためには、まず育成する我々自身が

その他、年一回の健康診断に加えて、全社

健康であること、つまり【健康の安全】をし

員を対象とした隔年のガン簡易検査、全事業

っかりと確保することが必要だと考えます。

所でのストレスチェック（実施義務の無い事

今後もより一層、地域に貢献できるように健

業所も含む）、残業時間の円滑な管理を目的

康に関する取り組みにチャレンジしていき

とした勤怠管理のシステム化など、様々な取

ます！

観光振興委員会（南直之進委員長）では、幕
張メッセにて２月２７日から３日間開催された
「第２回地方創生ＥＸＰＯ」への視察研修会を
実施し、委員４名が参加いたしました。
今回で２回目の開催となる「地方創生ＥＸＰＯ」
では、地域の課題解決に役立つ製品やサービス
を扱う事業者を中心に、約４９０社の出展があ
り、全国の自治体や観光、商工団体等の関係者
を中心に多くの方々が来場しておりました。
また、開催期間中は各種セミナーも開講され
ており、当委員会では「ＤＭＯセミナー」を参
加者全員で受講し、ＤＭＯ推進機構代表理事の
大社氏の講演を中心に、ＤＭＯ組織の在り方や
他地域の事例の紹介を受けながら、稼げる観光
地域づくりを目的とするＤＭＯ組織運営に関す
る理解と関心を深めました。


＜地域・産業振興課＞

＜㈱ムジコ・クリエイト＞

「弘前商工会議所健康事業所自己宣言」登録制度がスタート

２月２１日に当所会館２階大ホールにて、第

当所は従業員

険協会健康宣言事業所に登録されている会員事

７回弘前観桜会１００周年事業実行委員会が開

の健康を企業活

業所や、④独自の健康に関する取り組みを行っ

催され、平成３１年度事業概要について、意見

動の重要な資源

ている事業所を「弘前商工会議所健康事業所自

を交わしました。

と捉えて健康増

己宣言」事業所として登録させていただき、

「健康経営」を

今年の弘前さくらまつりでは、昨年の１００周
９４事業所に登録証とシールをお届けしました。 年記念事業で実施した、和装来園者に有料区域
当事業は、健康情報を発信し、多くの会員の （弘前城本丸、弘前城植物園、藤田記念庭園）

推進するため、

皆様に「健康経営」に取り組んでいただくこと

の無料入場券を配付する「和装で観桜会」
、市内

平成３０年３月

を目的としております。登録証を送付させてい

商店街や繁華街の飲食店で利用できるお得な食

２７日に健康自

ただいた事業所の他にも、健康に関する取り組

事券「おトク満開グルメクーポン」を引続き行

己宣言しました。 みを行っている会員様も多くいらっしゃると思
健康情報発信 いますので、当所健康事業所自己宣言担当にご

うほか、会期中に改元を迎えることから、新た

進に取り組む

基地となり、会員事業所等の健康経営を推進す

連絡をいただければ登録証とシールをご送付い

べく、①青森県健康経営認定事業所、②弘前市

たします。

ひろさき健やか企業認定事業所、③全国健康保



な時代の観桜会を祝うイベントの実施について
も検討しております。
また、昨年のまつり期間中に公募した「弘前

＜経営支援課＞

公園の桜」愛称公募事業については、現在選考

食品・農産物部会 スーパーマーケット・トレードショー２０１９ 視察を行いました

作業を進めており、今年のさくらまつり会期中

食品・農産物部会（櫛引利貞部会長）では、

式で楽しみながら巡る企画を検討しております。

２月１３日～１５日に幕張メッセで開催された

に、愛称が決定した桜の木をスタンプラリー形
１００年、１００周年と記念開催が続いた弘前観

「スーパーマーケット・トレードショー２０１９」

桜会は、２０２０年に記念すべき１００回目を迎え

の視察研修会を実施しました。

ます。当実行委員会では、今年のさくらまつり

本展示会は、食に関する最新の情報・商材・

期間中から来年の１００回記念を広くＰＲし、

サービスが集結する国内最大級の商談展示会で、

弘前観桜会を新たな時代へ繋げていくこととし

会期中に８８，
４１２人が来場しました。また、食

ております。

品業界のビジネス拡大支援と最新トレンドを発
信する等、世界各国からバイヤーが集まる食の
祭典となっており、国内と世界１８ヵ国・地域
から食品・飲料メーカー・商社等２，
１３４社が
出展し、参加者は、それぞれ興味のあるブース
で熱心に情報収集や商談をしていました。


＜経営支援課＞

＜地域・産業振興課＞

