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〈満場一致で新会頭を選任〉

〈 就任の挨拶を述べる今井新会頭 〉

〈総会に先立ち、故 清藤会頭に黙祷〉

第２２７回臨時議員総会が２月５日にフォル
トーナで開催され、議員９０名（委任状含む）

受賞おめでとうございます

が出席のもと、清藤哲夫会頭の死去に伴う会頭
の選任を行い、満場一致で副会頭の今井高志氏

～ 多年にわたるご功績に ～

（㈱日産サティオ弘前代表取締役社長）が、第
４５代会頭に選任されました。

多年にわたる各界等でのご功績が認められて、令和２年中に大臣表彰・青森県褒賞・弘前市

今井氏は、平成１０年１１月に当所議員に就任
以来、議員を７期１９年間、平成２９年６月か

ゴールド卍賞等を受賞された当所会員事業所の皆様をご紹介いたします。
永年のご尽力とご功績に敬意を表するとともに、受賞に対しお祝い申し上げます。

ら常議員を１期務め、令和元年１１月に副会頭
に就任されております。

令和２年中に表彰された方々（敬称略・順不同）

会頭就任を受けて今井新会頭は、
「就任にあた
り、まずは清藤会頭が取組んできた理念を継承

受

賞

区

分

功

績

氏

名

会

員

名

しつつ、商工会議所活動の根幹である建議活動
の強化とともに事務局機能の強化を図っての頼
られる商工会議所として、喫緊の課題であるコ
ロナの影響に苦しむ事業者への支援等、弘前市
並びに関係団体との連携を密にしながら最優先
課題として取組んでいきたい」と述べました。
なお、今井新会頭の任期は、現任期の残任期
間である令和４年１０月３１日までとなります。

１

厚生労働大臣表彰

食品衛生功労

畠山

明信

畠山製麺所

２

青森県褒賞

産業経済の振興発展に貢献

櫛引

利貞

カネショウ㈱

３

弘前市ゴールド卍賞

市政の進展、社会福祉の増進に寄与

中林

裕雄

中林裕雄法律事務所

４

弘前市ゴールド卍賞

市政の進展、社会福祉の増進に寄与

齋藤

義弘

㈲陸奥販
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☆ 弘前ＹＥＧスタンプラリー開催中！！！☆
■内

容

※スタンプ２０個に満たないラリーチケットの

弘前ＹＥＧスタンプラリー参加店舗（弘前商工

合算はできません。

会議所青年部会員事業所）でお買い上げ又は飲

■申込期限

食・サービスを受け、下記応募条件を満たした

郵

送：２月２４日㈬まで

方２３７名に旅行券や商品券、その他豪華景品が

持

参：２月２４日㈬まで

抽選で当たります。
お申し込みは、参加店舗でのお買い物・お食

※消印有効

※土日祝日除く平日９：００～１７：００
■申込方法・参加店舗

事等をされた際に受け取れるラリーチケットに

申込方法の詳細や参加店舗一覧、景品一覧は

合計２０個のスタンプ（お会計５００円ごとにス

下記ＵＲＬよりご覧いただけます。

タンプ１個）を押してもらい、お名前・ご住

https://www.h-yeg.com/yeg_stamprally2021

所・ご連絡先電話番号を記載のうえ、下記宛先

■当選発表

まで郵送、持参にてお申し込み完了です。
・ラリーチケット郵送宛先（お問い合わせ先）

厳正な抽選のうえ、商品の発送をもってかえ
させていただきます。

〒０３６−８５６７ 弘前市上鞘師町１８−１（５階） ■主

催：弘前商工会議所青年部

弘前商工会議所青年部事務局宛て
電話３３−４１１１



＜経営一課＞

青森労働局緊急雇用対策本部の設置について
新型コロナウイルス感染症の拡大により、雇

ので、令和２年１２月２５日に第１回青森労働局

用状況が深刻化し、大規模離職事案が発生して

緊急雇用対策本部会議を実施し、㈱タムロン生

いるなか、今後も同様な事案発生の恐れがある

産本部大量離職者への対応についての情報共有

場合に迅速な対応を図るため、青森労働局内に

を図っております。

県やハローワーク、市町村の他、当所を含め

令和３年４月新卒・内定者向け
セミナーを開催いたします！
この春、新たに社会人としての一歩を踏み出
す新規学卒者を対象に、
『新規就職者激励大会・
新入社員セミナー』を開催いたします。
開催日時：令和３年３月２２日㈪
１０：００～１２：００
会
場：弘前文化センター ホール
（弘前市下白銀町１９−４）
参 加 料：無料
※隣接の駐車場をご利用の際の駐車
料金は自己負担となります。
定
員：１５０名（先着順）
主
催：弘前市・弘前商工会議所・
弘前地区雇用対策協議会・
青森県若年者就職支援センター
内
容：
＜新規就職者激励大会＞１０：００～１０：２０
主催者挨拶 弘前市長
弘前商工会議所会頭
＜新入社員セミナー＞１０：３０～１２：００
「新社会人のためのビジネスマナー」
講師 ㈱ムジコ・クリエイト
マナー研修担当講師
小田桐 邦子 氏
※第二新卒者・中途採用者の参加につきまして
もご相談に応じます。お申し込み・お問い合
わせは電話３３−４１１１経営一課まで。

＜経営一課＞

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

今後は、再就職支援として㈱パソナによるキ

「緊急雇用対策本部」を令和２年１２月２４日付
で設置いたしました。

令和３年２月１５日

ャリアカウンセリング研修などを実施し求人企

ク弘前・紹介部門」
（４１♯）まで、お気軽に
お問い合わせください。

業とのマッチング等を約１年間の計画で実施す

た関係経済団体と連携し、情報共有及び提供を

る予定です。

実施しながら早期再就職や求人開拓を目指すも



＜経営二課＞

企業による奨学金返還（代理返還）ができます

受講訓練
受講期間

部又は全額を支援する取組について、２０２１年４

１

弘前市

２

保育士
パソコン
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
基礎２
Mos Wordスペシャリスト
３ヶ月
Mos Excelスペシャリスト

弘前市

３

情報処理検定１級
パソコン
危険物取扱者（乙種）
基礎２
Mos Wordスペシャリスト
３ヶ月
Mos Excelスペシャリスト

弘前市

４

８トン限定中型自動車免許
パソコン Excel表計算処理技能認
基礎２ 定試験３級
３ヶ月 Word文書処理技能認定
試験３級

弘前市

５

パソコン 美容師
基礎２ Mos Wordスペシャリスト 美容師
３ヶ月 Mos Excelスペシャリスト

弘前市

６

パソコン 栄養士
基礎２ Mos Wordスペシャリスト
３ヶ月 Mos Excelスペシャリスト

弘前市

基本情報技術者
宅建・ＦＰ 宅地建物取引士（旧：宅
７
養成科 地建物取引主任者）
６ヶ月 初級システムアドミニス
トレータ、PC検定２級

弘前市

日商簿記２級
宅建・ＦＰ
ビジネス実務法務検定
８
養成科
宅地建物取引士（旧：宅
６ヶ月
地建物取引主任者）

弘前市

月より企業から同機構への直接送金を受付する
ことも可能とすることを発表しました。
これは、各企業で行われている同機構の貸与
奨学金（第一種奨学金・第二種奨学金）を受け
ていた社員に対して返還額の一部又は全額につ
いて、従来は各企業から社員の方に直接支援す
る方法のみでしたが、企業から同機構に直接送
金する方法も加えたもので、これから返還支援
を実施する企業にも対応します。
主なメリットとして、法人税では給与として
損金算入が可、所得税では非課税となり得ます
（※個別の事情あり）
。
さらに、制度を利用している（または、利用
予定）企業企業名が同機構ホームページ（以下
ＨＰ）に掲載されますので、企業のイメージア
ップにもつながります。
詳しくは、同機構のＨＰでご確認ください。
●お問い合わせ先
日本学生支援機構奨学事業戦略部 奨学事業戦
略課 総務係（ＴＥＬ０３−６７４３−６０２９番）
（ＨＰアドレス）
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/
index.html

職歴・経験等 希望勤務地

保育士
パソコン CS試験（ワープロ部門）３級
衣服・身の回
基礎２ CS（表計算部門）３級
り品販売定員
Mos
Wordスペシャリスト
３ヶ月
Mos Excelスペシャリスト

（独）日本学生支援機構では、各企業が社員
に対して実施している貸与奨学金の返還額の一

免許・資格・
専門知識・技術等

※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。
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企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

中小企業庁事業再構築補助金
（中小企業等事業再構築促進事業）
のお知らせ
国では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第５１回：不動産の任意売却とは？
Q 不動産の任意売却について教えてください。
A 不動産に抵当権が設定されていて、借金
（被担保債権）の返済ができなくなった場合、
その不動産は競売に掛けられ、落札代金が支
払いに充てられます。
ところが、競売手続きは手間も費用も時間
もかかり、かつ落札金額は一般の不動産取引
での売却価格よりも安くなる傾向があります。
そこで、抵当権者（債権者）は、競売をせ
ずに、買主を見つけてきて、①売買契約②抵
当権抹消③売買代金の債務への充当、を同時
に行い、競売よりも「早く、代金を高く、費
用を安く」売却することで、効率のいい回収
を行うことがあります。

ＨＡＣＣＰ
（ハサップ）に基づく
衛生管理の対応をお早めに！
！

ＨＡＣＣＰとは、食品等事業者自らが食中毒
菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を
を含めた、企業の思い切った事業再構築を支援
把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に
します。３月に公募開始予定となっていますが、 至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又
詳細が変更になる可能性があります。２月１日 は低減させるために特に重要な工程を管理し、
製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手
現在の事業概要は下記のとおりとなっています。
法です。
＜補助対象＞
食品衛生法改正により、２０２１年６月から
「ＨＡＣＣＰ
（ハサップ）に沿った衛生管理」が法
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の
律で義務化となります。義務化にあたり、食品
取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模 関連事業者の皆様に対応していただく事を目的
の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす に下記の内容で「ＨＡＣＣＰ導入セミナー」を開
催いたします。セミナーの詳細については以下
企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
をご確認いただきお申し込みください。
（１）申請前の直近６か月間のうち、任意の３か ＜セミナー＞
日時：３月１８日㈭ １４：００～１７：００
月の合計売上高が、コロナ以前の同３カ月
場所：弘前商工会議所２階
の合計売上高と比較して１０％以上減少し
定員：３０名（先着順）
ている中小企業等。
講師：青森ＬＦＣ合同会社代表社員 石川 大悟氏
（ＪＨＴＣ認定ＨＡＣＣＰ上級コーディネーター）
（２）事業計画を認定経営革新等支援機関や金融
※当所２月号会報折込チラシをご確認いた
機関と策定し、一体となって事業再構築に
だきＦＡＸにてお申込みください。

＜経営二課＞
取組む中小企業等。
経済社会の変化に対応するために、中小企業等

（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％）以上増加、又
は従業員一人当たり付加価値額の年率平均
３．
０％
（一部５．
０％）
以上増加の達成。
＜中小企業＞
補助額１００万円～６，
０００万円
（特別枠

補助上限１億円

補助率２/３

補助率２/３）

＜中堅企業（資本金１０億円未満）
＞
補助額１００万円～８，
０００万円
補助率１/２（４，
０００万円超は１/３）
（特別枠

補助上限１億円

補助率１/２）

情報は随時更新されます
ので、詳しくはミラサポplus
中小企業向け補助金・総合
支援サイトをご覧ください。
尚、具体例については、
当月号折込チラシをご覧く
ださい。
＜経営二課＞

小冊子

「ＢＣＰ策定～その考え方と手順～」配布中

新型コロナウイルスの感染
拡大に歯止めがかからない非
常事態となっている昨今、こ
のような苦境を乗り越えるた
めにも、事業者の皆様には今
こそ、ＢＣＰ（事業継続計画）
の策定が必要です。
ＢＣＰとは、企業が災害、
事故等の緊急事態に遭遇した場合において、事
業資産の損害を最小限にとどめつつ、事業の継
続や早期復旧を可能とするために予め行うべき
方法や手段などを取り決めておく計画のことで
す。平常時より、ＢＣＰを策定しておくこと
で、緊急時においても冷静に対応することがで
き、ひいては顧客の信用を維持・向上させるこ
とにも繋がります。
小冊子「ＢＣＰ（事業継続計画）
策定～その考
え方と手順～」を商工会議所５階事務局窓口に
て無料配布しております。ＢＣＰって何？とい
う方でもわかりやすい内容となっておりますの
で、ぜひご活用ください。
＜経営一課＞

この売却方法を、強制的に行う競売と対比
して、
「任意売却（任売）」と言います。売買
契約の売主はあくまで不動産の所有者たる債
務者ですので、任売を実現するには債務者の
協力が不可欠です（この点、債権者だけで実
行できる競売と異なります）
。そこで、スムー
ズに任売が進むよう、債務者に協力金（「引越
代」とも言います）を払うことが一般的です。
任売後、売却代金を充当しても債務が残る
場合、残債は無担保の債務となります。他方
で充当後に「おつり」が出る場合には、その
おつりは債務者に渡ります。
実際に任売を行う場合には、弁護士や司法
書士に相談してください。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）

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３年３月１０日㈬・４月１４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℡３３−４１１１経営一課まで）

＜経営一課＞

２０２１年４月から

「同一労働同一賃金」が施行されます

「早わかり！同一労働同一賃金まるわかりＢＯＯＫ」配布中
働き方改革関連法により、中小企業において
は一昨年から「年次有給休暇の取得義務化」
、昨
年から「時間外労働の上限規制」が施行されて
お り、２０２１ 年 ４ 月 か ら は い よ い よ 「 同 一 労
働同一賃金」が施行されます。
企業の皆様から「内容がわかりづらい」
、
「ど
のように準備を進めたらよいかわからない」と
いった声が多い中、当所では対応の一助となる
よう、ガイドブックをご用意いたしました。
裁判の判例も踏まえ、企業が対応する際の考
え方を分かりやすくまとめておりますので、ぜ
ひご活用ください。当所窓口で配布の他、東京
商工会議所ホームページでもダウンロードでき
ます。
ダウンロードは
こちらから

⇒



ＢＣＰ（事業継続計画）策定で
災害・緊急事態に強い企業づくりを！
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＜経営二課＞
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第763号

弘前かいぎしょ TODAY

令和３年２月１５日

≪弘前商工会議所事業活動持続チャレンジ応援補助金≫
多くの事業所の皆様が補助制度を活用し様々な取組を実施いたしました

【売上回復、販路拡大等の取組】
☆スタッフの意欲向上、ＰＲのためにオリジナ

☆オンラインライブ配信のための設備導入☆

ルユニフォームを製作☆

☆店の宣伝も兼ねて「トゥクトゥク」でデリバ

当所では、新型コロナウイルス感染症の流行 リー☆
に伴い、弘前市内の中小企業者等が観光客の減
少や外出自粛、個人消費の落ち込みによって、
業種業態問わず、多大な影響を受け、売り上げ
が落ち込んでいることから、個別の中小企業者
等が行う事業活動を継続するためにチャレンジ
する取組を対象に、事業費の一部を補助する制
度「弘前商工会議所事業活動持続チャレンジ応
援補助金」事業を実施いたしました。
弘前市からの補助金を活用し、昨年６月にス
タートした本補助制度は、当初予算分の１５０件
が受付開始から１週間足らずで上限に達したこ
とから、二度の予算追加措置を行い、結果とし
て、交付件数７７６件、補助総額約２億１，
９５０万
円の事業となり、大変多くの事業所の皆様に活
用していただきました。
今回、補助制度を活用して実施した売上回復、
感染防止の取組の一部をご紹介いたします。
（※本制度は、令和２年１０月９日時点で、受
付を終了いたしております。
）

＜地域・産業振興課＞

【感染拡大防止の取組】
☆オンラインレッスン設備導入☆

☆大型モニターにメニューを表示することでメ
ニューに触れずに注文☆

☆飛沫感染防止のために間仕切りを設置☆

☆座席間に飛沫防止ボードを設置☆

