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弘前商工会議所
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（購読料は会費の中に含まれています。）

〈 挨拶をする清藤会頭（写真中央）
〉
第２２６回通常議員総会が６月２９日の午後３
時からホテルニューキャッスルで開催され、９３
名の議員（委任状含む）が出席しました。
開会にあたり清藤哲夫会頭による挨拶の後、
議事では、はじめに顧問参与職務者変更及び商
工技術検定委員委嘱、商工調停士委嘱などの庶
務報告がなされました。
引き続き、議案審議では、監事より監査報告
をいただいたあと、令和元年度の事業報告並び
に一般会計はじめ各会計の収支決算状況につい
ての説明がなされ、いずれも原案通り承認され
ました。また、総会終了後には、長期にわたる
自粛ムードが続く中、経済活動の早期回復に向
けた機運の醸成を図ることを目的に、感染症感
染拡大防止対策を行いながら顧問、参与をはじ
めとする来賓の方々をお招きして懇親会を開催
しました。当所の取り組みが今後各方面に広が
りを見せることを期待いたします。

このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大
は、新年度を迎えてなおその影響が続いており
ます。当商工会議所では、特別相談窓口開設に
よる資金繰り等に関する相談対応を実施してい
るほか、５月には県の新型コロナウイルス感染
拡大防止協力金や国の持続化給付金への問い合
わせが殺到するなど、ゴールデンウイーク返上
での対応を行ったほか、６月に入っては今後の
事業継続に向けての弘前市のチャレンジ補助金
などへの問い合わせと相談対応に追われていま
す。引き続き、去る３月に開催の通常議員総会
の決議としての、『新型コロナウイルス感染症
に係る金融対策等、中小企業支援の実施』を終
息までの最優先課題として位置付け、今後とも
積極的な支援と対応に努めてまいります。
こうした中、令和元年度において当商工会議

〈間隔をあけて開催した懇親会 〉

〈新型コロナウイルス感染予防対策としての検温〉

会 頭 挨 拶 要 旨

所が、３００人の大合奏で知られる『Ｔｈｅ津軽
三味線』の実施による観光振興が高く評価され、
全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞『きら
り特別賞』を受賞いたしました。
あわせて、
『ファッション甲子園事業』及び当
所青年部による『ロボット・ワークショップ事
業』を通じた人材育成事業の実施による当商工
会議所の功績が認められ、日本商工会議所事業
活動表彰を受賞することができております。こ
れもひとえに皆様方のご支援とご協力の賜物で
あると深く感謝申し上げます。
また、昨年１１月の議員改選を受けて新しい
任期が始まりましたが、本任期においては、地
域経済社会を維持・強化する人口減少対策に果
敢に挑戦すべく、新たに策定した基本計画に基
づく各種事業を積極的に展開してまいりますの
で、議員各位のご支援とご協力をお願い申し上
げます。

2

第756号

令和２年７月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

「 弘前大学コロナに負けるな!!プレミアム食事券事業 」スタートします！
去る６月１６日、当所清藤会頭と福田眞作弘

食での夕食を１００円で提供する「１００円夕食」

前大学学長が共同記者会見を開き、弘前大学に

をスタートさせており、プレミアム食事券事業

通う学生を対象にした協働プロジェクト「弘前

はその第２弾となります。

㈱ユアテック弘前営業所

大学コロナに負けるな！
！プレミアム食事券」を

当所では、青森県あおもり飲食店緊急応援事

７月以降に発行すると発表しました。本プロジ

業費補助金を活用して一部プレミアム分への補

ェクトは、新型コロナウイルス感染症の影響で

助、弘前市事業者売上回復応援補助金を活用し

経済的に困窮している弘前大学生の健康維持の

て新型コロナウイルス感染拡大防止と本事業の

ための食事支援を行うとともに、地元経済の活

告知宣伝を行い、参加店舗の取りまとめ・精算

性化に貢献することを目的に実施されます。対

換金業務も担います。

象となる弘前大学生は、額面５，
０００円のプレ

清藤会頭は記者会見で「商工団体として、新

ミアム食事券を２，
０００円で購入することがで

型コロナウイルス感染症により最も影響を受け

きます。

ている飲食店を応援していかなければならない。

所

長

三浦

博文

ゴールデンウィーク休業協力金
１，
０８４事業所に支給

弘前大学では経済的に困窮している学生の食

緊急事態宣言は解除されたが、市内飲食店の客

事支援に力を入れており、すでに支援第１弾と

足はなかなか戻っておらず、十分な感染対策と

当所では青森県より新型コロナウイルス感染

して５月から前期が終了する８月までの間、学

配慮をした上で弘前管内の事業所や団体の皆様

症感染拡大防止協力金の支給業務を受託してお

もぜひとも街に出ていただき、地域のお店を救

り６月いっぱいでほぼ全ての業務を終了しました。

ってほしい」と述べ、福田学長も「学生はぜひ、
地元の飲食店を利用し健康維持につなげてほし
い」と述べていました。

〈記者会見で挨拶を述べる清藤会頭（右）
〉

この協力金は本年４月２９日から５月６日ま
での間、青森県からの休業や営業時間短縮の要

本事業の詳細につきましては特設ホームペー

請に応じた中小企業者に支給されるもので、６

ジで紹介しておりますので、ご確認ください。

月１２日で受け付けが終了し、６月２３日に支給

〈ホームページアドレス〉

を完了しました。当所管内の支給件数は個人事

http://www.applewave.co.jp/hirodai-oshokuji/

業主８５６件、法人２２８件の合計１，
０８４件、支給

＜地域・産業振興課＞

総額は２億３，
９６０万円となり、多くの事業所



『さくら共済』春のキャンペーンご協力ありがとうございました！

が青森県の休業要請に協力しました。
協力金の受付窓口の設置は５月７日からでし

４月１日から５月３１日まで実施されました

『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
『さくら共済』春のキャンペーンにご協力いた
（団体型）
）は、保険期間１年で自動更新、会
だき誠にありがとうございました。おかげ様で 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
８９事業所、２０４名のご加入・増口がございま
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。
した。
また、上記の保障に加え当所独自の給付制度
キャンペーン期間中に資料請求していただい
があり、結婚や出産の祝金、健康診断助成金、
た事業所様を対象に抽選で弘前物産品セットを 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。
差し上げており、当選された３２事業所様には
さらに、５月からは新型コロナウイルス感染
症を直接の原因として死亡された場合に災害保
６月中に当所職員とアクサ生命保険㈱推進員が
険金のお支払い対象とさせていただくことが決
賞品をお届けいたしました。
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
さらに６月１日からは弘前商工会議所共済福
すので、お困りのことがございましたら当所職
祉制度のキャンペーンもスタートしております。 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。
引き続きアクサ生命保険の推進員が事業所を訪
※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項
問させていただきますので、是非この機会に加 説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧
ください。
入のご検討の程よろしくお願い申し上げます。 共済制度引受保険会社：アクサ生命保険株式会社弘前営業所

＜総務財政課共済係＞ 連絡先：０１７２−３３−５７４４

たが４月中から問い合わせが多く、ゴールデン
ウィーク期間は交代で職員が出勤し対応に追わ
れました。

＜中小企業相談所＞

（弘前市中心市街地活性化協議会協賛事業）

『 ひろさきお買い物ストリート

～初夏うまいもの市～』が
開催されました

６月２０日・２１日の２日間、
「ひろさきお買
い物ストリート」が開催されました。
大町・駅前・上土手町商店街魅力アップ実行
委員会が主催した当イベントは、弘前さくらま
つりの中止や、新型コロナウイルス感染拡大に
よる外出自粛等の影響を受ける地元のお店を応
援するために企画、出店を募り、会場となった
えきどてプロムナードには、さくらまつりでお
なじみの露店や弘前エール飯参加店のテイクア
ウト商品、地元のクラフト作家らによる雑貨販
売など、約５０店舗が出店しました。
当日は、購入した飲食物は持ち帰りを基本と

㈱ＳＴＹＬＥ 様

㈱ マルショウ對馬商店 様

㈱ 弘前ガス商事 様

し、会場の出入口では手指の消毒を呼び掛け、
出店ブースの間隔を広く取るなどして密になる

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
２８６件（特別会員含む）

空間を避けるなど、来場者に安心して楽しんで
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

いただけるよう徹底した感染防止対策を行った

就労継続支援Ｂ型事業所つくしの家

小 澤 和 子

弘前市松原東三丁目３−１８

障害者就労支援

星の砂

水 木 智 美

弘前市新鍛冶町５１

飲食店

上での開催とし、天候にも恵まれた２日間とな

ボディケアメイト きみのお店

尾 崎 雪 美

弘前市向外瀬五丁目１９−２

整体業

Ｒｅｍｉ
ｘ Ｂａｒ Ｇｍｅｎ’
７５

松橋喜代彦

弘前市桶屋町２４ フリーランドビル１階

ＢＡＲ

り、家族連れを中心に多くの人で賑わいました。

㈱みちのく銀行弘前営業部

尾 崎 克 己

弘前市代官町３９

金融機関

とんかつ しげ作

鳴 海

弘前市桶屋町６５

とんかつ専門店

茂



＜弘前市中心市街地活性化協議会＞

第756号

令和２年７月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

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

Word文書処理技術技能認定試験３級

１

簿記・ＦＰ Mos Excelスペシャリスト
養成科 日本語ワープロ検定２級
６ヶ月 Webクリエイター能力認定試験（上級）

弘前市

日商簿記３級

２

簿記・ＦＰ
養成科
６ヶ月

介護福祉士
Mos Wordスペシャリスト 施設介護員： ４年
Mos Excelスペシャリスト
日商簿記３級

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。

～「原子力発電施設等研修」及び
「原子力関連技術研修」受講者募集～
県では、原子力施設関連業務への参入に当た
って必要とされる専門的な技術や資格等を有す
る人材を育成し、県内企業の原子力施設関連業
務への参入を促進するための研修を開催します。
原子力分野に全く経験のない方も歓迎します
ので、お気軽にお問い合わせください。
○主な研修予定
◆第２種放射線取扱主任者受験対策講座
目

的
原子力発電施設等において作業従事する
上で必要となる第２種放射線取扱主任者
資格の試験合格のために必要となる知識
を得る。

開催日
【基礎・法令】１０月５日㈪～６日㈫
【物理・生物・測定】１０月１２日㈪～１４日㈬
【管理・直前対策】１０月２６日㈪～２７日㈫
◆横型ポンプ点検訓練
目

的
原子力発電施設等において、一般的に使
用されている横型ポンプの分解点検、手
入れの実技訓練を行い、保修に必要な基
礎知識・技能を習得する。

開催日
【荏原製作所製１回目】１０月２日㈮～３日㈯
【荏原製作所製２回目】１月２２日㈮～２３日㈯
【関水社製１回目】７月１０日㈮
【関水社製２回目】１２月１２日㈯
○受 講 料： 無料
○研修場所：
東 北 町 青森原燃テクノロジーセンター
六ケ所村 青森県量子科学センター
○主
催： 青森県エネルギー総合対策局
＊その他詳細については、下記へお問い合わせください。

○お問い合わせ：
㈱青森原燃テクノロジーセンター
（業務委託先）
ＴＥＬ：０１７５－６３－４６７１
ＦＡＸ：０１７５－６３－４６８１
Ｈ Ｐ：ｈｔｔｐ：//www.agtcinc.co.jp

3

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜
つと言える様々な場合が含まれます。つまり
は、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下か
ら上司に対する場合も含まれます。例えば、
部下が集団で結束して上司に対して指示され
た業務をしないなどの嫌がらせをする場合
や、経験の浅い上司に対してベテランの部下
が必要な協力をしないことにより上司が業務
遂行ができなくなるといった嫌がらせをする
場合には、パワハラに該当する可能性があり
ます。
結局、両者の上下関係にかかわらずパワハ
ラは成立し得るものですので、事業者は色々
な場合を想定してパワハラ防止に目を光らせ
る必要があります。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）

第４４回：パワハラ防止法について（その２）
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。
「職場内での優越性」とは、職務上の地位
に限りません。すなわち、パワハラと言えば、
上司から部下に対する場合が多いですが、そ
れに限らず、年齢、勤続年数、勤務形態、専
門知識、職務経験など、どちらかが優位に立

【無料・完全予約制】雇用調整助成金特別相談室を開設します！！
新型コロナウイルスの影響で業績が悪化した
事業所の従業員の雇用維持を目的とした「雇用
調整助成金」について、政府では申請手続きの
一部を簡素化しています。しかしながら、依然
として、行政手続きに慣れていない事業者から
は「自力での申請は困難」という声も多く聞か
れます。労使関係についてはデリケートな点も
多く、一部専門的な知識が必要なことから、十
分な支援ができていませんでした。
今般、青森労働局から支援をいただき、右記
のとおり、無料特別相談室を開設することとな
りました。雇用調整助成金の制度説明や申請ア
ドバイスのご相談を承ります。相談内容につい
ては秘密厳守となっていますので、安心してお
申し込みください。

相談日時

相談会場
相 談 員
費
用
お申込み
注意事項



７/１５㈬、７/２２㈬、７/２９㈬、
８/５㈬、８/１９㈬、８/２６㈬
午後１時から午後４時
※１事業所５０分程度
弘前商工会議所
青森労働局委嘱社会保険労務士
無 料
電話又は本紙折込チラシのＦＡＸ
℡３３－４１１１
担当：経営二課中田、福士
・来所前に検温し、３７．
５度以上の発
熱がある場合は相談を受けられま
せん。
・来所の際にはマスクを着用してく
ださい。
・相談日等内容が一部変更になる可
能性があります。
＜経営二課＞

労働局からのお知らせ

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 ８月１９日㈬・９月９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＞

労働保険の年度更新期間が
８月３１日まで延長となりました
労働保険の年度更新手続きについては新型コ

ロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和２年
度の労働保険の年度更新期間について６月１日
㈪～７月１日㈬から６月１日㈪～８月３１日㈪
に延長となりました。
なお、申告手続きは、来庁によることなく郵
送、電子申請により申告していただきますよう
お願いいたします。
詳しくは青森労働局ホームページ
（https://jsite.mhlw.go.jp/aomoriroudoukyoku/
newpage_00326.html）
を参照願います。
または青森労働局総務部労働保険徴収室（電
話０１７−７３４−４１４５）にお尋ねください。

２，
０００万円

１．
２１％（７月１日現在）

新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた事業者向け
の別枠制度がございます。
詳しくはお問い合わせくだ
さい。
ＴＥＬ３３−４１１１

＜経営二課＞
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弘前かいぎしょ TODAY
弘前商工会議所青年部

「 夢叶えちゃいますプロジェクト」

発表会を開催しました！
６月１５日、運営協議会総会にて「津軽の食
と産業まつり」が例年同様１０月に開催される
ことが決定しました。
本年はコロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、屋内施設は使用せず、屋外のみに限定して
出展者を募集し、３密の抵触を避けたうえでの
運営を推進していくこととなりました。なお会
期は１０月１６日㈮～１８日㈰の３日間で、弘前
市運動公園の屋外に複数会場を設けて開催いた
します。
出展を希望される場合は、別添の出店者募集
チラシに記載の上お申し込みくださいますよう
にお願いいたします。 ＜地域・産業振興課＞

津軽の伝統文化の継承
～灯籠・金魚ねぷたをまちなかに～

全国的な新型コロナウイルスの影響で中止と
なった弘前ねぷたまつりの代わりに、今年は扇
形の灯籠や金魚ねぷたを駅前・土手町を含む中
心市街地に飾り付ける事業が弘前ねぷたまつり
運営委員会主催で７月下旬から１ヶ月程度を目
安に実施されます。
弘前ねぷたまつりは戦後に
なってからの中止は初めてで
あり、形式を変えた開催に注
目を集めております。なお飾
り付け事業の他にも扇ねぷた
のペーパークラフト配布など
の取り組みも行う予定です。
＜地域・産業振興課＞

６月２１日、土手町コミュニティパークにおい
て、弘前商工会議所青年部創立３０周年記念事
業「夢叶えちゃいますプロジェクト」の発表会
が行われました。
青年部では毎年、市内の小学５年生を対象に
将来の夢を絵と作文で表現する作品を募集して
おり、昨年１０月に創立３０周年を記念して集め
られた１，
２７６点の作品の中から歌手やモデルに
憧れる女子児童４人を選び、夢の実現を支援す
るプロジェクトをスタートさせました。
新型コロナウイルスの影響により当初予定し
ていた練習の中断や、発表会の延期など不安も
ある中、１６回のレッスンを積み重ね、子ども
達は夢のステージに臨みました。
発表会では可愛らしい衣装を身にまとい、り
んご娘のオリジナル曲「リンゴのうた」を披露
しました。新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため無観客となりましたが、りんご娘の妹ユ
ニット「アルプスおとめ」とともに、元気いっぱ
いのライブを披露しました。この様子はアップ
ルストリームでインターネット配信されました。
発表会を終え
た子ども達は
「練習の成果を
出し切れた」
「発声練習や歌
の練習を続けて
いきたい」など
達成感溢れる様
子でした。
 ＜経営一課＞

弘前営業所

ひろさき市民花火の集い実行委員会（佐々木裕和会長）コメント
「９月１２日開催を予定しておりました第１５
回古都ひろさき花火の集いは開催に向け協議を
重ねてまいりましたが、この度新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止することにいたし
ました。
今後の予定としましては、地域経済や市民の
生活が落ち込んでいる状況の中、我々実行委員
会の力を結集し花火を打ち上げ『希望の光』と
して市民の皆様に感動と興奮をお届けし、街の
賑わい復活の足掛かりとしたいと思います。
感染症対策として密を避けるために今回は無
観客での打ち上げとし、市民の皆様にはインタ
ーネット（生中継）により打上の様子をお届け
します。また、市内飲食店がリモート会場とな
り、花火を鑑賞しながら飲食を楽しんでいただ
きます。
打上日（８月中旬～９月初旬予定）及びリモ
ート会場につきましては現在協議中です。決ま
り次第ホームページ等でお知らせいたします。
」
■お問い合わせ
ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局
（弘前商工会議所内）

＜経営一課＞

