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年頭のご挨拶

ご 挨 拶

～感染防止と社会経済活動の
両立に向けて～
会頭

今井

弘前市長

高志

櫻田

宏

事業者に寄り添い、「頼りになる商工会議所」

令和４年の新春を迎え、会員の皆様には、健

として支援と対応に努めてまいりますととも

やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げ

昨年のわが国は、コロナ禍で急激に落ち込ん

に、地域経済社会を維持・強化する人口減少対

ます。

だ経済がようやく回復基調に転じましたが、依

策に果敢に挑戦すべく、建議活動の内容充実を

然、力強さを欠き、業種や規模により回復度合

はじめ各種事業を積極的に展開してまいります。 済活動に大きな影響を及ぼす中、市民の「いの
なお、昨秋以降、県内においても新型コロナ ち」と「くらし」を守るため１００を超える感

令和４年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上
げます。

いが異なる状況が続いています。

昨年は、新型コロナウイルス感染症が社会経

当地域においても、昨年の弘前さくらまつり

新規感染者数が著しく減少し、日常生活回復に

染防止対策と経済対策、そしてワクチン接種に

は弘前が元気になってほしいとの思いから主催

向けた動きが加速しておりますが、海外での感

奔走し、皆様とともに立ち向かってまいりまし

四団体の総意として感染防止対策に細心の注意

染再拡大などもあり先行きの見通しは予断を許

た。医療従事者をはじめ、皆様お一人お一人の

を払って開催いたしましたが、新型コロナウイ

さない状況にあります。

ご尽力、ご協力に対しまして深く感謝を申し上
げます。

ルス感染症の影響により、ねぷたまつりや津軽

当商工会議所といたしましても、本年を感染

の食と産業まつりをはじめとする各種行事やイ

防止と社会経済活動をより高い次元で両立させ

本年は、市政の最優先課題に位置付けて整備に

ベントの中止、会合等の自粛により、地域経済

る年と位置付け、弘前市をはじめ関係団体との

取り組んできた新中核病院が４月に開院するこ

は長期にわたり大きな影響を受けました。

連携を密にしながら、地域総合経済団体とし

とから、市民が健康で長生きできる健康都市の

こうした中、当商工会議所では、前年度に引

て、地域経済ならびにそれを支える事業者の皆

実現に向けた取組を一層強く進めてまいります。

き続き、新型コロナウイルス感染症の影響に苦

さまの発展のため、引き続き全力を尽くしてま

また、人口減少や少子高齢化に対応するた

しむ事業者支援として資金繰り等に関する特別

いりますので、会員各位の変わらぬご支援とご

め、市民協働の理念に基づく持続可能な地域づ

相談窓口設置による対応とともに、年間を通じ

協力を賜わりますよう重ねてお願い申し上げ

くりと、近隣市町村との緊密な連携により、圏

ての国や青森県、弘前市の各種支援制度の申

ます。

域全体が魅力ある地域となるよう各種施策を展

請・給付、問い合わせにあたってまいりました。
特に、とりわけ影響の大きい飲食業者への緊
急支援を弘前市に要請いたしましたところ、弘

本年が皆様方にとりまして最良の年となりま
すことを祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたし
ます。

開してまいります。
岩木山や弘前城、古いものと新しいものとが
調和した街並み、先人が築き上げてきた歴史や

前市飲食事業継続支援金制度として早急に対応

伝統、文化に至るまで、すべてが固有の貴重な

いただいたほか、多くの事業支援を賜わりまし

財産であり、わたしたちが暮らす弘前の根底を

た。これら、事業者支援に関する相談対応にあ

成しています。この「あずましい

たっては、経営指導員はもとより全職員をあげ

で育つ子どもたちが、のびのび学び、心豊かに

て取り組んできており、今年度のこれまでの支

暮らせるように、さらには、その先の子どもた

援件数は、前年対比で１９７％増の５，
２１０件に

ちにもつないでいくため、着実に市政運営に取

のぼり、今年度の新入会員数も４００件を超え

り組んでまいりますので更なるご理解とご協力

ております。

をお願い申し上げます。

ふるさと」

新しい年を迎え、引き続き、新型コロナウイ

結びに、本年が輝かしい年となりますことを

ルス感染症に係る中小企業支援の実施を収束ま

心からお祈り申し上げまして、新年の挨拶とい

での最優先業務として位置付け、影響に苦しむ

たします。
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令和４年１月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

津軽の食と産業まつり

医療福祉・専門サービス部会

ボウリング大会で交流を深める

市に負担金増額要望書を提出

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会

１２月３日、来年度三年ぶりの開催を目指す

つつある現状を踏まえ、令和４年度のまつりを

長）では１２月１３日、毎年恒例の部会員親睦

「津軽の食と産業まつり」について、まつり運

「例年以上の売上回復と販路拡大をより多くの

ボウリング大会を弘前ファミリーボウル（さく

営協議会（会長・今井高志当商工会議所会頭）

出展者に提供すべく事業規模を拡大し、盛大に

ら野百貨店弘前店別館ラフォルテ２階）にて開

等の関係三団体が櫻田市長に市の負担金増額を

開催したい」と述べました。

催いたしました。

要望しました。
当まつりは津軽地域最大規模の物産市であ
り、来場者は近年５万人を超えていましたが、

３日は今井運営協議会長、石田実行委員長、

今回は８事業所から２６名の参加があり、上

奈良青年部会長が市役所を訪問し、櫻田市長に

級者の方から、２０数年ぶりにプレーされる方、

要望書を手渡しました。

初参加の方など、様々な参加者が集まり、白熱

感染症拡大の影響により昨年と今年は２年連続
で中止となりました。
運営協議会は次回２０回目の節目を迎えるま
つりをコロナ禍で冷え込んだ地域経済の起爆剤

今井会長は「地域経済回復に繋げたいと考え
ている。負担金増額について特段の配慮をいた
だきたい」と述べ、次年度開催への思いを語り
ました。


ゲストとして、ブランデュー弘前ＦＣの根本直
弥選手もゲームに参加し、サッカー同様の華麗
なステップによる助走でスペアを連発していま

になるよう事業規模を拡大する考えで、市民の
コロナワクチン接種が進み感染状況も落ち着き

したゲームが繰り広げられました。スペシャル

＜津軽の食と産業まつり運営協議会＞

した。
非常に盛り上がったゲームは、２ゲームトー
タル２９５点の点数を収めた（一財）青森県予
防医学協会の中村貴真さんの優勝という結果で
盛況のうちに幕を閉じました。
大会後は焼肉・冷麺中道（さくら野百貨店弘
前店別館ラフォルテ１階）にて表彰式を兼ねた
懇親会が開催されました。当部会の表彰は、く
じ引きで参加者全員に賞品を差し上げており、
何が当たるかわからないドキドキの展開に、最

〈次年度の概要について説明する様子 〉

〈 要望書を提出する今井会長 〉

した。

青年部地域共生フォーラム

「ひろさきの未来（あす）を語ろう！」開催しました！
１２月１２日、ホテルニューキャッスルにお

後まで笑顔の絶えないボウリング大会となりま

と・体育のしくみ？」「職域



＜総務財政課＞

しごと・経済

きまして、当所青年部（奈良会長）主催による

ひろさきでこんな仕事したい」の３テーマにつ

地域共生フォーラム「ひろさきの未来（あす）

いてパネルディスカッションを行いました。ま

を語ろう！」が開催され、市内高校生、大学生

た、
「より住みやすい街弘前」をテーマに６つの

及び青年部メンバー４３名が参加しました。当

グループに分かれ討議し、班ごとに満足度の高

日はまちなかキャンパス代表取締役の辻正太さ
ん、集会所indriya 代表の大西昌子さん、一般

い街弘前の実現について発表していただきまし

社団法人tumugu代表理事の小寺将太さんの３

向け、交流会や勉強会を開催していく予定です。

名を講師に迎え、それぞれ地域共生に関しての



た。今後も当青年部では地域共生社会の実現に
＜経営一課＞

事例紹介の後、「地域（くらし・福祉）誰もが
住み続けたいと思うひろさきとは？」「学域
まなび・教育あったらいいな、ひろさきの知育

ご入会ありがとうございました。（現在会員数２，７５７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。
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

（個人での登録）

福 士

遼

弘前市境関富岳５０－２０

自動車整備業

あおいプロパティーズ

成 田 智 紀

弘前市田町五丁目３－４

不動産賃貸業

蓮華

道 川 静 子

弘前市大町一丁目６－７

飲食業

（個人での登録）

鳴 海 修 一

弘前市独狐松ケ沢４０－１

農業

㈲北都観光開発

菊 地 秋 悦

弘前市取上一丁目２－１ 丹心住宅３号

不動産取引業

オンライン

境 谷 優 大

弘前市新鍛冶町８８－２ 鍛冶町隆盛ビル１－４

飲食業

Ａ ＲＯＯＭ

佐々木俊行

弘前市大原一丁目１２－１４

エステティック業

さんま煮干しそば高倉

相 馬 雄 司

弘前市豊田三丁目１－１

飲食業

ＰＲＩＶＡＴＥ ＧＹＭ ＶＩＤＡ

藤田慎太郎

弘前市山道町２８－１ アパートメントクラシカヤマミチ２０１号 フィットネス
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令和４年１月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
コロナ対応融資が３月まで
延長になりました
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弘前商工会議所・日本政策金融公庫合同
新型コロナウイルス対応 事業継続のための財務見直し相談会を開催します

依然厳しい経営環境が続く事業者の皆様を対 日時：１月２６日㈬、２月９日㈬
象に、令和４年３月まで延長になったコロナ 場所：弘前商工会議所会館２０３会議室
対応の融資制度のご案内や、借換、条件変更な 申込：感染拡大防止のため、予約制による個別
相談とさせていただきます。お電話いた

ど、財務に関する見直しのご相談を承ります。

だくか、折込チラシの申込書をＦＡＸでお

（原則、日本公庫の借入に関するもの）

送りください。
合わせて補助金等の支援施策についてもご相 ※日程外のご相談についても随時お受けしてお
談いただけます。
りますので、お問い合わせください。
詳しくは、折込チラシをご覧ください。

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４年２月９日㈬
令和４年３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
（ご予約はＴＥＬ：３３−４１１１経営一課まで）


企業法務ＴＯＤＡＹ

＜経営一課＞

〜知っててよかった法律知識〜

第６２回：クレーマー対応について（コンビニ経営その２）
Q

コンビニを経営していますが、執拗なハー
ドクレーマーへの対処方法を教えてください。
A 通常のクレーム（苦情）に留まらず、違
法な目的または執拗で強引なクレームを繰
り返し続ける人をハードクレーマーと呼ぶ
ことがあります。
通常のクレーム対応は、フランチャイズ
本部が用意するマニュアルで対応可能です
が、ハードクレーマーの対応は細心の注意
が必要です。相手の話を聞くことはクレー
ム対応の基本ですが、ハードクレーマーの
場合は当初から金銭目的であったり際限な
く自己主張を続けることがありますので
（数時間とか連日など）
、現場での対応に
は限界があります。現場対応は１時間まで
とするなど、区切りを付けるのがいいでし
ょう。長時間の対応は、従業員や経営者が
疲弊してしまいますので、弁護士に対応を
依頼するべきです。
クレーマーが犯罪行為に出てくる場合に
は、躊躇せずに警察へ通報します。執拗・
過大な要求は、業務妨害罪、脅迫罪、強要
罪、器物損壊罪等が成立する場合がありま
す。日頃からどのような場合に犯罪が成立
するかを知り、犯罪抑止と証拠保全の為の
防犯カメラ等の設備を整え、警察、警備会
社、弁護士との連携を図りましょう。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）
お詫びして訂正いたします。
本誌１２月号でお知らせしておりました「弘前限定！地
元企業応援プレミアムチケット」の販売につきまして内
容に誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。
商品券使用期間：令和３年１２月２３日㈭ から
令和４年 ２月２０日㈰ まで。

＜経営一課＞



＜経営二課＞

当所では、事業主が記帳から確定申告までの一連の作業を自身で行うことができるよう指導・支援をして
おります。この度税務支援の一環で所得税・消費税の確定申告についてのご相談を下記日程でお受けします。
なお、期間中は事前の予約が必要となります。ご予約・お問い合わせは当所経営一課までご連絡ください。
（電話：３３−４１１１）

◆当所での相談受付期間
令和４年２月１６日㈬ ～３月１０日㈭
（土・日・祝除く）１０：００～１６：００
※上記期間を過ぎた場合、当所での税理士による
確認及び税務署への提出、ｅ－Ｔａｘの送信はでき
ませんので予めご了承下さい。
◆場所
弘前商工会議所５階相談コーナー
◆ご相談の際にお持ちいただく主なもの
【チェック表】※お手元に無い場合もあります

◇東北税理士会弘前支部からのお知らせ◇
東北税理士会弘前支部では、税理士記念日の
一環として下記のとおり税理士による無料相談
会を開催いたします。確定申告等のご相談がご
ざいましたら、ぜひお越しください。
◆日時
令和４年２月２２日㈫ １０：００～１５：００
◆場所
弘前商工会議所会館４階４０１会議室
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

税務署から送付された確定申告書（所得税・消費税）
税務署から送付された青色申告決算書または収支内訳書

◇弘前税務署からのお知らせ◇

送付された申告のお知らせハガキ

密を避けてご自宅からスマホ・パソコンで確定
申告
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナー
で作成して、送信又は書面で提出できます。

売上以外の収入のわかる源泉徴収票など
小規模企業共済等掛金払込証明書
生命保険料控除証明書
地震保険料控除証明書
長期損害保険料控除証明書
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
国民年金基金の社会保険料控除証明書
国民健康保険料などの納付書（１月～１２月分）
総勘定元帳や経営管理ノートなど売上・仕入・経費の数字を
まとめたもの
控除対象となる配偶者や扶養親族がいる場合、その方の前年
中の所得額、その他がわかるもの
（住宅借入金等特別控除を受ける場合）
年末残高証明書、住宅借入金等特別控除申告書
（医療費控除がある場合）
医療費控除の明細書または個人別・支払先ごとのレシートや
領収書をまとめたもの
（税金の還付がある場合）
申告者名義の金融機関と口座番号のわかるもの
申告する方の印鑑
申告する方のマイナンバーカード、配偶者及び扶養家族のマ
イナンバー
（消費税の申告で本則課税の方）
売上・仕入の税率１０％、軽減税率８％それぞれの数字をまと
めたもの
（コロナウイルス関連の事業者向け給付金・補助金等を受けた方）
給付金・補助金等の決定通知書または振込通知書

◎所得税の確定申告期間
令和４年２月１６日㈬ ～３月１５日㈫
◎消費税の確定申告期間
令和４年２月１６日㈬ ～３月３１日㈭

＜経営一課＞

所得税・消費税・贈与税の確定申告書作成会場
を開設します。
▼開設期間と時間
令和４年２月１６日㈬ ～３月１５日㈫
平日の午前９時～午後４時
▼開設場所
弘前市立観光館（下白銀町２−１）１階多目的ホ
ール
〇駐車場利用についてのお願い
会場の駐車場は有料です。税務署を含めて駐
車台数には限りがありますので、来場の際は
公共交通機関をご利用ください。
〇会場への入場について
混雑緩和のため、会場への入場には入場整理
券が必要です。入場整理券は会場での当日配
布とＬＩＮＥによる事前発行があります。配布方
法の詳細は国税庁ホームページ等によりお知
らせします。入場整理券の配付状況に応じて、
後日の来場をお願いすることもありますが、
皆様のご理解とご協力をお願いします。
■お問合せ先
弘前税務署個人課税第一部門
住所 弘前市大字本町２−２
電話 ０１７２−３２−０３３１（代表）
（自動音声「２」番を選択してください。
）

２，
０００万円

１．
２１％（令和３年１２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３月まで延長
になりました。
詳しくはお問い合わせくだ
さい。
ＴＥＬ３３−４１１１

＜経営二課＞
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＜ 弘前商業連合会

令和４年１月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

新春大売り出しキャンペーン大抽選会開催 ＞

■レシート対象期間
令和４年１月１５日㈯ ～２月４日㈮

弘前商工会議所内弘前商業連合会事務局宛て

■参加店舗情報・キャンペーン詳細

ＴＥＬ：３３−４１１１

詳細や参加店舗一覧は下記ＱＲコードよりご
覧いただけます。

■内

■応募期間

容

対象期間中、参加店でのご利用額（お買い

令 和 ４ 年 １ 月 １５ 日 ㈯ ～ ２月７日㈪

物・お食事・他各種サービス等）２，
０００円以上

※郵送の場合は当日消印有効

のレシートの応募で豪華景品が当選します。

※持参の場合は土日祝日を除く９：００～１７：００
の間

■応募方法

■当選発表

応募期間内で参加店1店舗あたりのご利用額

厳正な抽選のうえ、商品の発送をもってかえ

２，
０００円（税込）以上のレシートを封筒に同封

させていただきます。なお商品発送は２月中旬

し、お名前・ご住所・ご連絡先電話番号を記載

以降の予定です。

のうえ、下記宛先まで郵送・持参にてお申し込
みが出来ます。

■主

・宛先（お問い合わせ先）
住所：〒０３６−８５６７ 弘前市上鞘師町１８−１



第４６回弘前城雪燈籠まつり

か、新たな取り組みとして、ＨＩＲＯＳＡＫＩ

会期

令和４年２月１０日㈭～１３日㈰

スノーオブジェを制作します。

※２月１０日は１０時 よ り オ ー プ ニ ン グ

※新型コロナウイルス感染症感染防止対策を

セレモニーを開催
場所

弘前公園（国指定史跡「弘前城跡」
）

弘前公園を会場に市民手づくりのまつり
「弘前城雪燈籠（ゆきどうろう）まつり」を
開催します。今年の大雪像は北海道函館市の

催：弘前商業連合会
＜弘前商業連合会事務局＞

講じた上で開催いたしますので、ご理解とご
協力をお願いいたします。

〈津軽錦絵大回廊〉

■お問い合わせ先
弘前市観光課誘客推進係
☎４０−０２３６

「旧函館区公会堂」です。
また、昨年に引き続き、大雪像へのプロジ
ェクションマッピング投影や津軽錦絵大回廊、
りんご箱×キャンドルアート等を実施するほ

〈リンゴ箱のキャンドルアート〉

