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◇ＧｏＴｏトラベル地域共通

クーポン利用店募集中！

◇ビジネスダイアリーが

完成しました

　この度、ひろさき文化交流エリア活性化推進

事業実行委員会（構成団体は下記参照）は新型

コロナウイルスの影響により影響を大きく受け

ている弘前市の中心繁華街鍛冶町地区と中土手

町・下土手町の飲食店における消費喚起を促す

ため、プレミアム商品券を発行、販売します。

この事業は、新型コロナウイルス感染防止対策

を施しながら営業する飲食店の売上回復と向上

を目指すことを目的としております。

事業内容：弘前市の中心繁華街鍛冶町地区、中・

　　　　　下土手町地区の飲食店（参加店）で使

　　　　　用できる、額面６，５００円（１，０００円

　　　　　×５枚＋５００円×３枚）綴りの券

　　　　　『ひろさき文化交流エリアエールチ

　　　　　ケット』を５，０００円で販売いたし

　　　　　ます。

　　　　　発行枚数は２万冊で、お一人様購入

　　　　　上限は３冊１５，０００円（額面１９，５００円）

　　　　　までとなります。

「エールチケットについて」

発 行 元：ひろさき文化交流エリア活性化推進

　　　　　事業実行委員会（弘前商工会議所・

　　　　　弘前商工会議所青年部・鍛冶町防犯

　　　　　協会・かくみ村会・城東閣つながる

　　　　　小路振興会・土手町コミュニティパ

　　　　　ークテナント会）

販売場所：アップルウェーブ・弘前商工会議所・

　　　　　明治屋音響・川村精肉店・おーるど

　　　　　みす・城東閣管理室・春光堂・よし

　　　　　じん・常寿司・平山萬年堂・かどや

　　　　　酒店

　　　　　（１０月１日現在）

販売期間：令和２年１０月１５日㈭～

　　　　　令和３年１月１５日㈮予定

利用期間：令和２年１０月１５日㈭～

　　　　　令和３年１月２０日㈬予定

※事業の詳細、ご利用店舗一覧についてはホー

　ムページをご覧ください。

お問い合わせ先：ひろさき文化交流エリア活性

　　　　　　　　化推進事業実行委員会プレミ

　　　　　　　　アム商品券発行事務局

　　　　　　　　（アップルウェーブ㈱総務部

　　　　　　　　　電話：０１７２−３８−０７８８）

　９月１８日～２２日の５日間、弘前公園内にお

いて、「弘前城秋の大祭典」が開催されました。

　当イベントでは、新型コロナウイルス感染拡

大防止策を取り入れ、同感染症で打撃を受けた

地域経済の回復と観光マインドの喚起にむけた

新たな経済対策として開催しました。会期中は

入り口８カ所に検温所を設け、来園者には発熱

の有無の確認や手指の消毒をしていただきま

した。

　会場は「イベントステージ出店エリア」、「ス

ポーツエリア」、「アートクラフトエリア」、「こ

どもエリア」の４つのエリアに分かれており、

いずれも多くの来場者で賑わい、シルバーウイ

ークの４連休を含む開催期間５日間では約７万

人の来場があり、予想をはるかに上回る人出と

なりました。

　また、当所青年部では会場の１つである「ス

ポーツエリア」の企画・運営を担当し、バスケ

ットやサッカー大会、テニスやヨガ等の各種ス

ポーツ教室には絶えず親子連れが参加し、来場

者は４日間で約６千人となり大いに賑わいを見

せていました。� ＜経営一課＞



『先輩起業家からのお話をきこう！
＆交流会』開催のお知らせ

　地元の先輩起業家から、起業までの経緯や
現在のお仕事の状況など、起業家ならではの
お話しを直接聞くイベントを弘前市にて開催
いたします。
　交流会ではケーキやコーヒーと会話を楽し
みながら名刺交換などを行います。また、参
加された方で「私の夢を語りたい！」という
方がいたらアピールもできます。
　ここでの出会いが一生のご縁になるかもし
れません！どうぞお気軽にご参加ください。

日時：令和２年１１月６日㈮１３：３０～１５：３０
会場：ヒロロ　３階　多世代交流室２
参加費：無料　参加された方にはプチギフト
　　　　をプレゼント！
先輩起業家：
○三和　文子：Aya�Life�Beauty�Kitchen
　　　　　　　＜発酵料理教室＞
○成田　瑞穂：㈱コンシス　＜Be�You.�All�
　　　　　　　Ways,Always.　ファッショ
　　　　　　　ンメイクアドバイザー＞
コーディネーター：三上　友子（㈱Ｉ・Ｍ・Ｓ
　　　　　　　　　代表取締役）
主催：青森県・青森商工会議所
後援：日本政策金融公庫・青森
　　　県信用保証協会・弘前市
　　　・弘前商工会議所
お申込み：お申込みフォームに
　　　　　てお申込みください。
お問合せ：青森商工会議所　経営相談課
　　　　　ＴＥＬ：０１７−７３４−１３１１

弘前市への重点要望事項を
審議、常議員会で承認
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事　　業　　所　　名 代　表　者 住　　　　　　所 営　業　内　容

焼酎酒家Ｏｚ 山 内 尚 美 弘前市百石町２−１ 居酒屋

ヨシザキ電気 吉﨑喜久生 弘前市津賀野宮崎１０１−２ 電気工事業、農業

やきとり居酒屋　冬 原 口 冬 美 弘前市石渡三丁目４−３９ コーポはま乃てい 焼き鳥屋

ひまり 村 上 麻 依 弘前市田園三丁目１−３ ハルプラザ１０４ スナック・バー

（個人での登録） 齋 藤 俊 行 弘前市桜ヶ丘四丁目３−６ クリーニング業

㈱ゆめふぁむ 齋藤ひとみ 弘前市大町一丁目１３−３−７０２ 農業における６次化産業

ひろさき夢興社㈱ 齋藤ひとみ 弘前市大町一丁目１８−６ 農産物加工・販売他

和ｄｉｎｉｎｇｂａｒ匠味 大 山 一 樹 弘前市代官町２０−１ 居酒屋

田舎料理きよ乃 山本由香子 弘前市外崎三丁目１−３ 小料理の提供

酒処たかこ 藤 田 孝 子 弘前市本町８５−１ 明治屋グランドビル１階 居酒屋

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，３１４件（特別会員含む）

　新入社員をはじめとした入社３年以内の若年

労働者を対象に、スキルアップ及び職場定着の

促進を目的としたＷｅｂセミナー（ジョブカフ

ェあおもり主催）を下記の通り開催いたします。

　なお、新型コロナウイルス感染予防対策のた

め、Ｗｅｂ会議システム「Ｚｏｏｍ」を使用し

ての開催となります。

　詳しくは本誌折込みのチラシをご覧ください。

� ＜経営一課＞

新入・若手社員スキルアップセミナー
（Web研修）を開催します！

　商工会議所の最も重要な活動である建議活動

について毎年、当所では弘前市に対し、重要な

諸問題に関する要望事項をまとめ要望書を提出

しております。

　９月２９日開催の常議員会に、会員や各部会の

提案を受けて取りまとめた要望事項を上程し、

全会一致の承認を得て市政全般にわたる要望９

項目を令和３年度の弘前市に対する重点要望事

項として機関決定いたしました。

　今回、令和３年度の要望内容としては第一に

喫緊の課題である、新型コロナウイルス感染症

拡大に伴う経済対策について最重点要望事項と

しております。中小・小規模事業者の多くが深

刻な打撃を受け、今まさに正念場の最中、今後

の事業継続及び雇用の維持を図っての廃業等を

防ぐためには、重点的かつ継続的な支援が必要。

観光産業をはじめ全産業の回復に向けた柔軟性

のある経済対策とともに、今後の社会経済の持

続的な発展に欠かせない「新しい生活様式」に

対応した観光振興体制の構築や地域内公共交通

の維持、情報教育環境の整備推進など、新たな

環境整備に対する支援を訴えていきます。

　第２に、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の策定について最重点要

望事項としています。同基本計画の核事業とし

ての吉野町緑地周辺整備事業により、弘前れん

が倉庫美術館が開館したものの、弘南鉄道大鰐

線中央弘前駅整備事業の遅れによる影響やコロ

ナ禍にあって、来館者数等について厳しい状況

が続いており、周辺商店街、民間施設などを含

めた官民一体での取り組みの支援を強く要望し

ます。

　また、若年層人財の確保、定着に向けた各種

施策の実施による地域経済の維持・成長を成し

遂げるための人口減少対策の推進とともに、全

国的に甚大な被害を及ぼす自然災害が多発する

中での豪雨・雪・地震・火山及び道路・橋梁対

策など、災害に強い安心・安全なまちづくりに

ついても要望します。その他、重要な案件に関

しても、継続強化要望として、早期実現に向け

た取り組みの推進を要望していきます。

� ＜総務財政課＞

令和３年度弘前市に対する要望事項一覧

■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
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第４７回：あおり運転について

Q　運送会社を経営していますが、あおり運転

が厳罰化されたと聞きました。どのようなも

のでしょうか。

A　昨今の悪質な運転による死亡事故を踏ま

え、「あおり運転」を厳罰に処する法律が令

和２年６月３０日より施行されました。あお

り運転には、２つの類型があります。１つ目

は「あおり運転をした」場合です（３年以下

の懲役または５０万円以下の罰金）。「あおり

運転」とは、他の車両等の通行を妨害する目

的で違反行為をした場合を指します。「違反

行為」とは、①反対車線走行②急ブレーキ③

車間距離不保持④進路変更⑤追い越し⑥ハイ

ビーム⑦クラクション⑧幅寄せ⑨高速道での

最低速度⑩高速道での駐停車の合計１０類型

です。どの類型もあくまで「不必要」「違反

態様（悪質）」で行ったものに限定されます

（急ブレーキが一切禁止されるものではあり

ません）。２つ目は「あおり運転により危険

を生じさせた」場合です（５年以下の懲役ま

たは１００万円以下の罰金）。あおり運転を

した結果、他の自動車や周辺の道路等におい

て危険を生じさせた場合には、１つ目よりも

さらに重い処罰がなされます。

　　いずれの場合にも、行政処分として運転免

許取消の対象となります。

　　厳罰化はなされましたが、あおり運転の被

害は簡単にはなくなりません。あおり運転の

被害に遭わないためには、前後のドライブレ

コーダーの設置がとても効果的です。

（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　１１月１１日㈬・１２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・家賃支援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＞

お気軽に相談を！！

『行政書士相談日』

～無料経営診断のご案内～
　一般社団法人青森県中小企業診断協会では、

県内の中小企業者を対象に、財務診断を中心と

した経営診断を実施します。所属の中小企業診

断士が、決算書をもとにお話を伺いながら診断

を行います。自社の経営課題や改善部分を把握

できる機会となりますので、是非ご活用くださ

い。ご希望の方は、当所経営二課までご連絡く

ださい。

○準備するもの　直近の決算書３期分

○申込締め切り　１０月３０日㈮

○お問い合わせ　当所 経営二課

※実施件数に限りがございますので、お早めに

お問い合わせください。

� ＜経営二課＞

ビジネスダイアリーで来年の準備、始めませんか？
　毎年皆さまよりご好評をいただいておりますビジネスダイアリー
２０２１年（令和３年）版が完成いたしました。
　今回は、黒をベースとしたスタイリッシュなデザインとなってお
ります。
　月ごとの予定がひと目で分かる見開きの月間ダイアリー、各週の
予定の詳細を記入できる週間ダイアリーと、日々の業務予定を管理
するうえで便利で充実した内容となっております。
　さらに、月ごとに応じた事務チェックポイントや経営に役立つ情
報、感染症や防災対策に関する情報も掲載しておりますので、デス
クに一冊、ぜひご活用いただきたいと思います。
　ビジネスダイアリーは当所窓口にて直接お渡しいたします。
　数に限りがございますので、ご希望の方はお早めにお問い合わせ
ください。� ＜経営一課＞

ＧｏＴｏトラベルキャンペーン 地域共通クーポンが使える店を募集してます
　政府による国内旅行の需要喚起策である「ＧｏＴｏトラベルキャンペーン」の利用者に１０月か

ら地域共通クーポンが配布されています。地域共通クーポンは、旅先の土産店、飲食店、観光施

設、交通機関等で幅広く利用することができ、地域経済が活性化されることが期待されています。

　ＧｏＴｏトラベルキャンペーンは旅行代金の３５％を割引いて、さらに１５％分が地域共通クーポ

ン券として配布されます。例えば、ひとりあたり１泊２０，０００円の旅行商品であれば６５％が割引

となるので旅行代金が１３，０００円となり、更に１５％分に当たる３，０００円の地域共通クーポン券が

ついてくる制度で、観光のみならず出張などのビジネス客も利用対象となっており、キャンペー

ン実施期間は令和３年１月３１日までとなっています。

　登録には業界毎のガイドラインを遵守するなど、新型コロナウイルス感染拡大防止策を十分に

図ることが必要です。申請から登録までは最長２週間とされており、詳しくはＧｏＴｏトラベル事

業者向け公式サイト（https://biz.goto.jata-net.or.jp/）で確認することができます。

【注意】

飲食店については、別途、今後実施予定の「ＧｏＴｏイートキャンペーン」への登録が必要です。

ＧｏＴｏトラベルの登録申請を済まして、青森県版ＧｏＴｏイートへの登録申請開始をお待ちくださ

い。（本情報は１０/２時点のものです）

� ＜地域・産業振興課＞

【お問い合わせ】

ＧｏＴｏトラベル事務局
（ナビダイヤル）０５７０−０１７−３４５
（ＩＰ電話）０３−６７４７−３９８６

事業者向け

申請サイト

ＱＲコード

＜新型コロナウイルス対応＞
特別経営相談室開設中!!

10/22、10/29、11/5、11/12
午前１０時～午後５時まで

竹内知弘先生が上記日時もご相談を承ります
詳細・申込は本紙折込チラシをご覧ください



『第５回ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』満員御礼！！

＜

部
会
長
挨
拶＞

＜

抽
選
会
は
超
豪
華
商
品＞

＜チーム戦の様子＞

＜オープンテラス＞

＜オダギリユタカ歌謡ショー＞

＜タヒチアンダンスショー＞

料 飲・観 光 部 会 主 催

4 令和２年１０月１５日第759号

弘前かいぎしょ TODAY

　９月１２日・２６日に当所青年部主催により

「ひろさき合コンフェス」が開催されました。

　弘前市の歓楽街、鍛冶町を中心とした夜の飲

食店の活性化を図るとともに、未婚の男女に出

会いの場を提供する事業です。

　今回は「新しい生活様式での街コン」をテー

マに、新型コロナウイルス対策を十分に行って

いる店舗での開催となりました。参加者はそれ

ぞれの店舗に分かれ、会話やお酒、各店舗自慢

の料理を楽しみました。

　同イベントの参加者は３名対３名のチーム戦

と個人戦合わせ２日間で１３２名となり、当日の

鍛冶町は若い男女で大いに賑わいました。

� ＜経営一課＞

　料飲・観光部会（福士圭介部会長）では、会

員の皆様の活発な交流を目的としたビアパーテ

ィー『第５回ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』を土手町

コミュニティパークにて９月１９日に開催いた

しました。

　今回で５回目の開催となる納涼縁会ですが、

今年は新型コロナウイルス感染防止対策として、

昼と夜の完全入れ替え２部制とすることで会場

の定員を５０名に抑え、各テーブルへの消毒液

設置やスタッフによる除菌対応を徹底したうえ

での開催となりました。

　当日は、部会事業所による各種飲食ブース４

店舗が出店し、豪華賞品が当たる抽選会やロコ

スタジオの皆様によるタヒチアンダンスショー

やオダギリユタカ氏による歌謡ショーが行われ、

満員の会場は大いに盛り上がりました。

� ＜地域・産業振興課＞

　弘前市では、新型コロナウイルス対策におけ

る国の緊急措置により道路占用許可基準が緩和

されたことを受け、道路の一部を活用したテラ

ス営業等を推進する「商店街テラス営業等事業」

を実施しています。

　本事業は、国土交通省の特例措置を活用した

もので、これまで個別に許可申請が必要かつ占

用料が発生していた道路占用許可申請について、

自治体等の団体が取りまとめ一括申請すること

が可能となり、占用料も無償化となるものです。

　弘前市では当所が事務局をもつ、弘前市中心

市街地活性化協議会を窓口として参加店を募集

しており、対象区域内で条件を満たす歩道上に

おいて、店舗外にテラス席の設置や物品販売ブ

ースを設けることが可能となります。

　事業実施は１１月末までとなり、参加の申込、

制度の詳細については下記事務局までお問合せ

ください。

＜お問合わせ＞

　弘前市中心市街地活性化協議会事務局

　ＴＥＬ　３３−４１１１（弘前商工会議所内）

� ＜地域・産業振興課＞


