
（１） 事業者売上回復応援補助金

弘前上土手町商店街振興組合

西弘商店街維持振興会

前向き！ひろさき！推進協議会

鍛冶町防犯協会

弘前バル街実行委員会

ロコスタジオ

弘前下土手町商店街振興組合

弘前市旅館ホテル組合

ヒロサキch実行委員会

弘前市の飲食青年会

青森県郷土芸能団体連合会

（２）小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金

　①小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金（賃借物件分）

　②小規模小売・飲食業等 事業継続応援補助金（自己等所有物件分）

（３）事業活動持続チャレンジ応援補助金

　　　交付件数：590件

　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りながら、売上の回復・向上を目的として実施する
　取組に係る広告宣伝及び情報発信に係る経費の一部を補助

9

10

11

15

　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等が事業活動を持続するためにチャレ
　ンジする取組に係る支援費及び事務費の一部を補助

　　　交 付 先：弘前商工会議所

　　　補 助 率：中小企業者　4/5（上限 30万円）

大町・駅前・上土手商店街魅力アップ実行委員会

　　　　　　 　 小規模企業者等　9/10（上限 30万円）

　　　交付件数：776件

16

17

18

19

7

8

　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を応援するため、卸売業、
　小売業、飲食業、サービス業を営む従業員5人以下の事業者が支払った事務所、店舗等の家賃
　の一部を補助

　　　補 助 率：10/10(上限 10万円）

　　　交付件数：977件

　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を応援するため、卸売業、
　小売業、飲食業、サービス業を営む従業員5人以下の事業者が市内に所有する事務所等の令和
　2年度課税分の固定資産税及び都市計画税相当額の一部を補助

　　　補 助 率：家屋の全て使用 10/10、家屋の一部使用5/10（合わせて上限 10万円）

　　　補 助 率：9/10（上限 90万円）

　　　交付件数：22件

1

2

3

4

5

6

交付先

弘前エールプロジェクト実行委員会

ヒロサキクリエイティブライフ推進委員会

DOG FES IWAKI 応援プロジェクト実行委員会

12

13

14

20

21

22

協同組合日専連弘前

城東閣つながる小路振興会

弘南バスグループ観光V字回復事業実行委員会

津軽塗伝統工芸士会

弘前商工会議所

かだれ横丁村会

企業組合ハーベストインターナショナル
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（４）中小企業者等事業継続支援金

（５）卸売・小売・サービス業事業継続支援金

（６）組合・団体等消費喚起事業費補助金

　①販促イベント事業費補助金

　　新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況を鑑み、商店街振興組合や事業協同組合等の販売促進
　イベントなどの消費喚起事業の実施に係る経費の一部を補助

　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う、弘前さくらまつりや集客イベントの中止、
　3つの密の回避や外出自粛による宴会等のキャンセルの影響を受けている飲食業、タクシー業及び
　運転代行業の事業継続を支援するための支援金の給付

　　　給付金額：［飲食業］上限100万円　［タクシー業］上限100万円　［運転代行業］上限30万円

　　　給付件数：78件

　　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少等で厳しい環境にある卸売業、小売業及び
　サービス業の事業継続を支援するための支援金の給付

　　  給 付 先：新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で売上が20％以上減少して
　　　　　　　　いる卸売業、小売業及びサービス業を営む中小企業者

　　　給付金額：上限 50万円

　　　給付件数：159件

　　　補 助 率：10/10(上限 300万円）

　　　交付件数：15件

    　給 付 先：新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で売上が20％以上減少している
　　　　　　 　 飲食業、タクシー業及び運転代行業を営む中小企業者

弘前商業連合会歳末大売り出し大抽選会

「和ごころでお包み」キャンペーン

弘前仕出し商組合 Ｎｅｗ Ｙｅａｒキャンペーン
第2弾

「廻らない寿司」キャンペーン

ＧＯ ＴＯ ＣＵＴキャンペーン

食べて大吉キャンペーン

「新しい洋菓子習慣」キャンペーン

ヒロサキクエスト

お客様　大感謝祭

あなたの一杯で決まる！第一回弘前ラーメンプロ
ジェクト

泊ってうれしい津軽特産物プレゼント

駅前応援キャンペーン

西弘商店街販売促進事業

10

11

12

13

14

15 青森県すし業生活衛生同業組合弘前支部

弘前駅前商店街振興組合

西弘商店街維持振興会

弘前商業連合会

弘前菓子組合

弘前仕出し商組合

9

1

2

3

4

青森県洋菓子協会弘前支部

弘前料理飲食業組合

青森県理容生活衛生同業組合弘前支部

青森県電機商業組合弘前支部

弘前露店商業組合

交付先

5

6

7

8

補助事業名

中央広場夏祭り

令和2年度弘前市販促イベント事業費補助金（秋の
大感謝祭）

弘前ラーメンプロジェクト実行委員会

青森県石油商業組合中弘南支部

公益社団法人弘前青年会議所

弘前市旅館ホテル組合
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　②プレミアム付商品券発行事業費補助金

（７）飲食店休業等協力金

　  支 給 額 ：1店舗につき20万円

　　支給件数 ：市内飲食店　1,254店舗

（８）弘前の元気回復広告宣伝事業費補助金

 　補 助 率：10/10(上限 200万円）

 交付件数：18件　 交付件数：21件

　　新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況を鑑み、商店街振興組合や事業協同組合等のプレ
　ミアム付き商品券発行事業の実施に係る経費の一部を補助

　　市内飲食店での新型コロナウイルス感染症のクラスター発生による、市の休業等の依頼に協力
　した店舗に対して協力金を支給

　　組合・団体等が新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策にしっかりと取り組んだうえで営業
　していることを紹介するテレビ番組・新聞広告等の実施に係る経費の一部を補助

　　交付件数：6件

　　　　　　　事務費　10/10（上限：参加店舗20～50店舗 100万円　51店舗以上 200万円）

弘前商工会議所青年部

弘前ラーメンプロジェクト実行委員会

岩木山観光協会

白神の魚普及実行委員会

　　補 助 率：プレミアム分相当額 10/10
            　  （上限　参加店舗20～50店舗 1,500万円　51店舗以上 3,000万円）

10 21

11

弘前料理飲食業組合

弘前市倫理法人会

かくみ村会

弘前仕出し商組合

弘前市旅館ホテル組合

6 17

7 18

8 19

弘前菓子組合

ヒロロテナント会

弘前エールプロジェクト実行委員会

鍛冶町防犯協会

イトーヨーカドー弘前店専門店会

かだれ横丁村会

9 20

2 弘前商工会議所

3 青森県美容業生活衛生同業組合弘前支部

4 土手町商店街振興組合連合会

5 協同組合弘前ハイヤー協会

青森県美容業生活衛生同業組合弘前支部

岩木山商工会

城東閣つながる小路振興会

6 岩木山商工会
好評につき第２弾!!岩木・相馬地区プレミア
ム付商品券

交付先

1

2 13

3 14

4 15

5 16

弘前ウェディングバンケット協会

協同組合弘前ハイヤー協会

12中三弘前店・営業推進テナント会

ひろさき文化交流エリアエールチケット

交付先 補助事業名

1 岩木山商工会 岩木・相馬地区プレミアム付商品券

プレミアムビューティサロンチケット

土手町プレミアム付商品券

協同組合弘前ハイヤー協会お買物券付きプレ
ミアム商品券
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（９）年末年始緊急消費喚起事業費補助金

　補 助 率：10/10(上限 500万円）

 交付件数：18件

（10）製造業事業継続支援金

　　　交付件数：128件

　 　交 付 額：従業員数　1人から9人  　 10万円
　　　　　　　　　　　　10人から49人　　30万円
　　　　　　　　　　　　50人から　　　　50万円

　高い需要が見込まれる年末年始時期において、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策に
取り組んでいる店舗の販売促進事業の実施に係る経費の一部を補助

　　新型コロナウイルス感染症により、消費が低迷し受注が減少するなど、大きな影響を受けている
　市内製造業者の事業継続を支援するために支援金を交付

　交付件数：18件

13

14

15

16

17

11

12

補助事業名

百石町商店街キャッシュバック大作戦

中土手町・下土手町商店街振興組合合同歳末販促事業
「なかどて＆したどてお年玉抽選キャンペーン」

買って！食べて！オール弘前エールキャンペーン！

弘前セーフティーウェディング・ブライダル成約キャ
ンペーン事業

18

4

5

6

7

8

9

10

弘前は珈琲の街です委員会

弘前上土手町商店街振興組合

かくみ村会

城東閣つながる小路振興会

弘前市旅館ホテル組合

協同組合弘前ハイヤー協会

弘前仕出し商組合

Ｈｅｒｉｔａｇｅ

1

2

3
弘前エールプロジェクト実行委員
会

百石町振興会

弘前中土手町商店街振興組合・弘
前下土手町商店街振興組合

交付先

協同組合日専連弘前　ひろさき応援サンシャインキャ
ンペーン

タクシー初乗り運賃キャッシュバックキャンペーン

弘前仕出し商組合　Ｎｅｗ Ｙｅａｒキャンペーン

城東閣カラフルランタン「ひろさき冬小路」

弘前市旅館ホテル組合・新春抽選会「りんごの街から
の贈り物」

ヒロロテナント会

協同組合日専連弘前

弘前ウェディングバンケット協会

西弘商店街維持振興会

青森県電機商業組合弘前支部

鍛冶町防犯協会

弘前商工会議所青年部

　　 交 付 先：前年同月比20％以上売り上げが減少した月が存在する、弘前市内で製造業を営む事業者

Ｈａｐｐｙ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ上土手トリプルチャンス
福袋

かくみ小路ぐるっと一周スタンプラリー　～小路冬物
語～

店舗情報が記載された応募懸賞景品付き無料情報誌の
発行

珈琲の街ひろさきスタンプラリー！

鍛冶町安心安全はしご酒ラリー

弘前ＹＥＧスタンプラリー

西弘商店街消費喚起事業

2021年新春大感謝祭

年末年始ヒロロ買上促進事業
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