
当所では『新型コロナウイルスに
関する経営相談窓口』を開設中です。
お気軽にご相談ください！
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お知らせ

〈櫻田市長から清藤会頭へ回答書が手渡されました〉

　２月２０日、当所会館６階特別会議室において、

櫻田宏弘前市長から清藤哲夫会頭に「令和２年

度弘前市に対する重点要望事項への回答書」が

手渡されました。

　これは、昨年１０月に弘前市に提出していた

要望事項への弘前市からの回答で、当日は、正

副会頭はじめ９部会の正副部会長等、青年部・

女性会の会長ら、２６人が出席しました。

　回答書の受け渡し後、櫻田市長からは主な要

望事項に対する回答と説明がありました。

　全１５項目の要望事項のうち、最重点要望事

項である『中心市街地の賑わい創出に資する活

性化施策の推進等について』は、「政策課題の整

理をし方向性が整理され次第、関係機関や市民

の声を聴き、具体的な活用策の検討を進めてい

きたい」とし、「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」も、

これまでの経緯と今後の処理方針について、詳

しく説明した後、「前向きに検討していく」と述

べました。

　あわせて、櫻田市長は「商工会議所の皆様は、

商工業者のニーズに応えた経済・産業振興はも

とより、まちづくりの中核を担う機関として、

歴史や文化を生かした魅力あふれるイベントを

開催されるなど、弘前ならではの賑わい創出に

多大なる貢献をされていることに深く感謝申し

上げたい。今後とも、商工業界の振興と活力あ

る地域社会実現のため、地域の先導役として、

なお一層のお力添えをお願いしたい」と述べま

した。

　櫻田市長から回答書を受け取った清藤会頭は

「建議活動は、商工会議所活動の根幹を成すも

の。このたび要望した１５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、

最重点要望の２項目については、弘前市と当所

が一体となって課題を解決していき『地域のた

めの商工会議所』として弘前市発展のために尽

力していきたい」と述べ、感謝の意を表しました。

　その後、部会代表並びに青年部・女性会から

それぞれの要望回答に対する所感が述べられ、

それに対して櫻田市長からコメントをいただき

ました。

　なお、『令和２年度の弘前市に対する重点要望

事項への回答』の内容については、当所Webサ

イトでご覧いただけます。

　http: / /www.hcci .or . jp /

○トップページ ＞令和２年度　弘前市への要望

　事項　　令和２年度はこちら

〈令和２年度弘前市に対する要望事項一覧〉

■最重点要望事項

１
中心市街地の賑わい創出に資する活性化

施策の推進等について

２
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

□重点要望事項

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について

２
「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期実

現について

３
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

４
弘前市ファシリティマネジメント基本方針に

基づく公共施設の利活用の推進について

５
国土強靭化地域計画の早期策定と必要な工期の

確保及び施工時期の平準化について

６ 多能工の育成について

７
官民一体による雪対策の一環として、融雪設備

設置全般に係る市の補助・支援の強化について

８ 市民生活の安全対策について

９ インバウンド等受入態勢の整備について

１０ 宴会等の食品の廃棄問題について

１１
小中学校でのプログラミング教育の充実に向け

た人員および協力体制の構築について

１２
当商工会議所青年部並びに女性会事業への支援

について

１３
行政と経済団体（若手経営者）との意見交換の場

の設置について

□□
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ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，３０３件（特別会員含む）

事　　業　　所　　名 代　表　者 住　　　　　　所 営　業　内　容

佐藤エンジニアリング 佐 藤 雄 吾 弘前市浜の町西三丁目１３−１５ 空調設備及び厨房設備工事、施工管理

㈱Ｓ Ｌｔｄ． 相 馬 典 央 弘前市和徳町３６４−２２ 解体・土木業

新年度より弘前商工会議所リカレント事業スタート！
　当所では現場で求められる実践的な知識や能

力を有する人材の育成拠点として、講演会・セ

ミナー等の研修や日商簿記等の検定試験をはじ

めとする人材育成事業に取り組んでいます。新

年度は労働力不足という課題と会員事業所で活

躍できる人材の育成を図る一環として、新たに

企業実務に役立つパソコンスキル講座や日商検

定試験の受験対策講座などを実施するリカレン

ト事業を実施します。

　講座内容はワード・エクセルなどのパソコン

のスキルアップ講座、日商簿記・日商ＰＣ検定

講座などで、どの曜日・時間帯でも様々な講座

を受講できるようにパソコンを使ったｅラーニ

ング形式による講座を実施します。受講料は会

員事業所の役員・従業員が１回５０分で１，０００

円（別途教室維持費が月１，４００円）。月謝制にな

ります。従業員さんの育成や個人のスキルアッ

プにぜひご活用ください。講座の詳細は次回４

月号の会報誌折り込みチラシをご覧ください。

 ＜総務財政課＞

　４月１日から３０日まで『さくら共済』春の

キャンペーンを実施いたします。

　『さくら共済』は、会員事業所のみが加入で

き、病気・災害による死亡から事故まで、業務

上・業務外問わず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。

　また、当所独自の給付制度といたしまして、

結婚や出産の祝金、健康診断助成金、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。

　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

商工会議所のおすすめの逸品』を差し上げてお

ります。期間中、当所職員及びアクサ生命保険

㈱の共済制度推進員が事業所を訪問させていた

だきますので、是非この機会にご検討をお願い

いたします。

　詳細については今月号の折込チラシをご覧い

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

説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧

ください。

 《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㈱　

　当所会員共済制度「さくら共済」の平成３１年

度の利益配当金を３月１９日㈭付で、各加入事

業所の口座へお振込みいたします。還元率は

年齢によって変わりますが、５５歳までの方

で、約１１．３％、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１８１円で実質掛金

は１，４１９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６件

５００万円、災害保険金が１件４００万円、入院

給付金が１４件１４５．７万円、ガン入院一時金が

１５件５４万円、６大生活習慣病入院一時金が

１２件１９万円となっています。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＞

さくら共済利益配当金振込のお知らせ

第３回地方創生ＥＸＰＯ視察研修会
　２月５日に幕張メッセで開催された「第３回

地方創生ＥＸＰＯ」を視察研修しました。参加

者は旧観光振興委員会の委員である南直之進常

議員ほか４名で、昨年に引き続き、ＤＭＯ推進

機構の大社充代表理事のセミナーを聴講しま

した。

　大社代表理事はセミナー冒頭、日本版ＤＭＯ

施策について、昨年から思うように推進できて

いないことを陳謝し、国の施策としても見直し

すべきところがあるのではと話しました。エー

ジェント（旅行代理店）が主導権を握って、観

光事業者だけが経済的な恩恵を受ける旧来の観

光ビジネスから、観光事業者のみならず地域の

商業者をはじめとする様々な事業者が豊かにな

ることを目的として、地域主導の観光ビジネス

を展開する舵取り役が日本版ＤＭＯであるが、

各地で活動資金の作り方に苦慮している事例が

多く、事業推進まで進まない地域が多いと説明

しました。また、観光エリアのみならず地域の

商店街などの生活エリアまで、観光客に提供す

ることにより、地域全体が経済的に潤うことが

ＤＭＯ政策の根幹であるが、そのことについて

地域でコミットされていない地域も多く、しば

しば住民と観光客の間でトラブルになることも

多いとのことでした。

　弘前市ではＤＭＯ政策を推進するため津軽

１４市町村による広域ＤＭＯの設立を目指し、本

年１月に「候補法人」に登録され、今後の動向

が注目されます。 ＜地域・産業振興課＞

〈地方創生ＥＸＰＯ会場内にて〉

〈山田氏によるセミナーの様子〉

【補助率・補助額】（昨年度実績）

　補助率・・・補助対象経費の２／３以内

　補助上限額・・・５０万円

※７５万円以上の補助対象となる事業費に対

　し、50万円を補助します。

※７５万円未満の場合は、その２／３の金額

　を補助します。

　２月２６日に、中小企業診断士で青森県６次

産業化アドバイザーの山田貴弘氏を講師に迎え

て、当所２階２０２会議室にて「活用しよう！

小規模事業者持続化補助金制度セミナー」を開

催し、約３０名が参加いたしました。

　セミナーでは、当補助金についての概要や、

補助金申請に必要な経営計画策定に関するコツ

を説明いただきました。

　また、３月２５日㈬の１４：００～１７：００に当

所の２階大ホールにて、「目指せ採択！小規模

事業者持続化補助金採択のポ

イント！」を実施いたします。

採択率アップのポイント等を

学べるセミナーとなっており

ますので、詳細は本紙折込チ

ラシをご確認ください。

 ＜経営二課＞

補助金額５０万円！小規模事業者持続化補助金セミナーを開催しました

株式会社エスケイケイ総合研究所

代表取締役　大山　直子
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　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　４月８日㈬・５月１３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

 ＜経営一課＞

お気軽に相談を！！

『行政書士相談日』

（旧：なんでも相談会）

第４０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

れるものでしょうか。弊社では何か対策をす

るべきでしょうか。（前回と同じ質問です）

A　パワハラは「職場内での優位性」を有する

者により行われます。一般にパワハラといえ

ば、上司から部下へのいじめや嫌がらせの場

合が多いですが、それに限らず、先輩後輩

間、同僚間、さらには部下から上司への場合

もあり得ます。部下であっても仕事の知識経

験等から優位性を有する場合もあるからです。

　　次に、パワハラは「業務上必要な注意・指

導が適正な範囲を超えて」行われるものが該

当します。適正な範囲内であれば業務上の注

意・指導は認められますが、どこまでが適正

な範囲かは難しい問題です。身体への暴力は

論外ですが、言葉による場合でも、人格を否

定するような発言や何度も大声で怒鳴るよう

な注意・指導方法は適正な範囲を超えます。

逆に指導が必要なのに放置する、無視するこ

とも不適切な指導と言え、パワハラに該当す

る可能性があります。

　　次回は、パワハラの類型、具体例について

説明します。

（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

　青森県の令和２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　令和２年４月１３日㈪

　　　　１４：００～１５：３０

◆場所　弘前商工会議所会館２０１・２０２会議室

◆内容①青森県の融資制度

　　　②弘前市の融資制度

　　　③日本政策金融公庫（国民生活事業）の

　　　　融資制度

　　　④青森県信用保証協会の保証制度

　　　⑤２１あおもり産業総合支援センターの

　　　　支援事業

　　　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

　　　⑦個別相談

 ＜経営二課＞

令和２年度
中小企業融資制度等説明会

　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

（２０２１年版）」を作成いたしました。

　このガイドブックは、令和３年春に就職を希望している新規学卒就職

者に配布するほか、今後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、市内の約３０事業所の優良企業等の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ご利用できます。

 ＜経営二課＞

ひろさき企業ガイド２０２１　窓口で無料配布しております
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２０２０年５月２３日（土）開催

　於：青森スプリング・ゴルフクラブ（鰺ヶ沢町）

※詳細については、来月の当会報（４/１５号）
　折込チラシをご覧ください！

動、立場からの意見発表があり、予定の１時間

３０分を超える熱のこもった懇談会となりました。

　清藤会頭は、結びに「当所としても市勢発展

のために民間としてできる支援と協力をしてい

く」「弘前市議会議員各位のご理解とご支援に

ついて、引き続きお願いすると同時に本日いた

だいたご意見等については、今後の会議所運営

に役立てていきたい」と述べました。

 ＜総務財政課＞

〈あいさつをする清藤会頭〉

〈幕張メッセ
入口前にて〉

〈青森県ブース〉

食品・農産物部会、食品開発振興会合同視察研修会

　２月５日～７日、東京ビッグサイトにおいて

開催された第８９回東京インターナショナルギ

フトショー・feel NIPPON春２０２０に出展しま

した。

　feel NIPPON春２０２０は、日本商工会議所「全

国展開プロジェクト」の販路開拓事業の一環と

して開催されるもので、このプロジェクトにお

いて開発された各地商工会議所の特産品等をＰ

Ｒしバイヤーとの商談につなげることを目的と

しています。今回、当所からは「津軽こぎん刺

し」と「津軽打刃物」の２ブースが出展し商品

をＰＲしました。

　バイヤーとのやり取りでは、使用している素

材についてや、ネット販売の可否についての問

い合わせが多く、輸出やインバウンド向け商品

の取り扱いについての問い合わせも見受けられ

ました。また、出展者からは新型コロナウィル

スの影響からか全体的に来場者が少ないという

声が聞かれました。

　今回の出展では、多くのバイヤーとコミュニ

ケーションを取ることにより、弘前の工芸品に

ついて様々な感想が聞くことができたなど、今

後の商品開発や販路開拓につながることが期待

されます。 ＜地域・産業振興課＞ 　食品・農産物部会（櫛引利貞部会長）では、

２月１２日に食品開発振興会と合同で視察研修

会を実施し、総勢７名が参加しました。

　当日は昨年度に引き続き、幕張メッセで開催

された「スーパーマーケット・トレードショー

２０２０」を視察しました。本展示会は、スーパ

ーマーケットを中心とする食品流通業界に最新

情報を発信する商談展示会で、今年は全国から

２，３３１社、３，５９９ブースが出展し、青森県か

らは３４社が出展、りんご加工品を中心とする

商品が多数並べられていました。参加者はそれ

ぞれ興味のあるブースで情報収集や試食を行い

ました。また、新型肺炎の影響からか、昨年に

比べて全体的に人が少なく、海外の方も少ない

との声も聞かれました。

　視察後は、ニッカウヰスキー㈱本社ビルの地

下にあるニッカブレンダーズバーにて懇親会を

開催し、美味しいウイスキーを飲み比べなが

ら、今回の視察の感想や今後の部会活動につい

て話し合い、親睦を深めました。 ＜経営二課＞

第８９回東京インターナショナルギフトショー　feel NIPPON春２０２０出展　～伴走型小規模事業者支援事業～

　当所では２月２７日、弘前市議会議員との懇

談会をホテルニューキャッスルにおいて開催し

ました。

　本懇談会は、弘前市民の意思を行政に反映さ

せる役割を担う市議会議員と、地域総合経済団

体である当所が『より良い弘前市』を創ってゆ

くために、相互の立場を理解しつつ、弘前市の

発展のために、建設的な意見交換を行うことを

目的としたもので、清野一榮議長を始め１７名

の市議会議員の方々に出席いただきました。

　懇談会のテーマとして掲げたのは、「令和２

年度弘前市に対する重点要望事項について」

（※関連記事１面掲載）のうち、最重点要望事

項の『中心市街地の賑わい創出に資する活性化

施策の推進等について』『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』の２項目。弘前市から回答のあった今後

の処理方針を踏まえ、各議員よりそれぞれの活

「中心街に賑わいを」「人口減少対策は急務」～弘前市議会議員と懇談～
〈取材を受けている様子（津軽打刃物ブース）〉

〈パネルディスカッションの様子〉

〈
津
軽
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ぎ
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　２月２８日ホテルニューキャッスルにて、弘
前れんが倉庫美術館開館記念まちづくり講演会
が開催され、約１２０名が参加いたしました。
　はじめに、弘前れんが倉庫美術館総合アドバ
イザーで森美術館特別顧問の南條氏が、４月
１１日㈯に開館を迎える弘前れんが倉庫美術館
がどのような施設となるのかを参加者へ丁寧に
説明しました。次に青森県立美術館館長の杉本
氏による「アートによる観光振興の可能性」と
題した基調講演が行われ、県立美術館での事例
等を交えながら、美術館が生みだす地域の魅力
や、県内の美術館連携による観光振興の在り方
などについての話がありました。
　講演に引き続いて行われたパネルディスカッ
ションでは、南條氏、杉本氏のほか、弘前芸術
創造㈱代表取締役の平出氏と弘前中土手町商店
街振興組合理事長の平山氏にも参加いただき、
「美術館と地域のつながり」をテーマに、弘前
市に美術館ができることにより生まれる街の新
たな魅力の可能性や、美術館と地域が連携する
ことよる中心市街地の活性化策などについて、
活発な意見が交わされました。
 弘前市中心市街地活性化協議会担当
 ＜地域・産業振興課＞

いよいよ４月１１日㈯に
「弘前れんが倉庫美術館」オープン！！
「弘前れんが倉庫美術館開館記念
まちづくり講演会」が開催されました

弘前商工会議所ゴルフコンペ


