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家族そろって
仮装コンテスト

仮装はいはい
レース
緊張のスター
ト！

ＵＭＥが
ＲＩＮＧＯＭＵＳ ました！
けつけ
パレードに駆

「津軽の食と
産業まつり」にも
ハロウィンブースを出展！

青年部による
「魔女鍋」の振る舞い

弘前市に対する重点要望事項を櫻田市長へ提出
１０月１５日に、清藤会頭、齊藤副会頭、前田
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〒０３６−８５６７ 青森県弘前市上鞘師町１８−１
弘前商工会議所
TEL 0172(33) 4111

１０月２８日、ひろさきりんごハロウィン２０１８
が駅前・大町地区を中心に開催されました。
２年ぶりの実施となった仮装パレードに約
３００名が参加したほか、
『トリック・オア・トリ
ートシールラリー』では、駅前及び大町商店街、
ヒロロ、アプリーズ、イトーヨーカドー弘前店
の協力により昨年を上回る６１店舗が参加し、
かわいい仮装をした子供たちが元気よくお店を
回り、袋いっぱいのお菓子に喜ぶ笑顔が見られ
ました。
その他、ヒロロ３階イベントスペースにおい
て、仮装コンテストやダンスバトル、仮装はい
はいレースなどを開催し、白熱した様子に会場
が一体となって盛り上がりました。
また、今年は「津軽の食と産業まつり」との
コラボ企画として、同まつりに「ひろさきりん
ごハロウィンブース」を出展し、アップルパイ
がもらえる『トリック・オア・トリートスタン
プラリー』を実施したほか、２８日のハロウィン
会場では、当所青年部中心市街地活性委員会（福
士圭介委員長）が中心となり駅前公園に特設飲
食ブースを設置し、ライブステージや魔女鍋の
振る舞いを行うなど、多くの来場者で賑わいま
した。
＜地域・産業振興課＞

平成３１年新春祝賀会

要望事項として、市政全般にわたる２２項目の
要望書を櫻田市長並びに下山市議会議長へ提出
いたしました。

●場

所／フォルトーナ

●会

費／４，
０００円（お一人）

●申込締切日／１２月１４日㈮１７：００まで

今回の要望のうち〈若者の地元就職・地元定

●申込方法／別 紙 折 込 チ ラ シ の 参 加 申 込

着の促進並びに人材育成について〉
〈「弘前ブ
ランドセンター」構想を含んだ弘前版ＤＭＯの
早期実現について〉
〈 弘前市中心市街地活性化

櫻田市長への要望事項提出

基本計画事業の促進について〉の３項目を最重

して、実現できればこの地域の発展に繋がるも

点要望としております。

のばかりだと受け止めている。各担当課でしっ

清藤会頭から要望書を受け取った櫻田市長は、 かりと取り組んでいきたい」と述べました。
なければうまく回らない。経済界からの提言と

時／平成３１年１月４日㈮
１７：００～（受付１６：００～）

所を訪ね、平成３１年度の弘前市に対する重点

「行政と経済界は車の両輪であり、力を合わせ

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

●日

副会頭、小山内副会頭、清藤副会頭が弘前市役
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弘前市に対しては２月末日までの回答を求め
ております。

＜総務財政課＞

書に必要事項を明記の上、会費を添えて
商工会議所でお申し込みください。
（電 話 で の お 申 し 込 み は 、 ト ラ ブ ル 等 の
防止のため、お受けいたしかねますので
ご了承ください。）

＜総務財政課＞
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「インバウンドＥＸＰＯ 弘 前 」開 催のお知らせ
弘前市における外国人観光客は年々増加して

屋外広告物の安全点検の義務化について
近年、全国的に適切に管理されていない屋外

ザ、２Ｆ大ホール、２０１、２０２会議室）

おり、その影響は徐々に大きくなってきていま

＜主催＞弘前市中心市街地活性化協議会／弘前

広告物が落下して歩行者を直撃する重大事故が

す。特に「キャッシュレス化」は国でも加速度

商工会議所中小企業相談所／弘前市物産協会

発生しています。

的に推進する方針が決定され、いよいよインバ

＜内容＞

ウンド受入環境を本格的に整備していく必要が

１Ｆ商工プラザ…ＱＲ決済機器の常設展示・デモ

検などに関する規定を中心に「屋外広告物条例

あります。しかし、多くの方々は日々の生活の

ンストレーション（Ａｌ
ｉｐａｙ、ＷｅＣｈａｔｐａｙの

ガイドライン」を改正しました。

中でこれらのことを実感することは少ないかと

決済方法を体験できます）

思います。「インバウンドはあまり自分達に影

２Ｆ…インバウンド対応ブース（翻訳アプリや

し、平成３１年１月１日から有資格者による点

響がないから必要ないのでは？」
、
「そもそもイ

Ｗｉ-Ｆｉ環境、補助金等、インバウンドに関する

検及び屋外広告物等安全点検報告書の提出を義

このような状況を受け、国土交通省が安全点

弘前市においても屋外広告物条例を一部改正

ンバウンドって何？」
、
「外国人のお客様を受け

展示を行います）
、セミナー・研修会（初歩的な 務化しました。
入れてみたいけど、何をすれば良いの？」など、 ものから実際の応対方法など、役立つ情報満載） １．点検の対象
疑問やお悩みをお持ちの皆様、「インバウンド ＜参加料＞無料
○対象になるもの・・・
ＥＸＰＯ弘前」に参加してみませんか？最新のイ

※当所会館駐車場をご利用の場合、最初の１時

ンバウンド状況について情報収集できますので、 間無料、以降１時間毎２００円かかります。
是非お気軽にお立ち寄りください。
※内容は予告なく変更となる可能性がございま
＜開催日＞平成３０年１２月１３日㈭
１４：００〜２０：００
＜開催場所＞弘前商工会議所会館（１Ｆ商工プラ

電柱類広告、そで看板、下げ看板、アーチ
○対象にならないもの・・・

す。予めご了承ください。

はり紙、はり札、立看板類、アドバルー

＜弘前市中心市街地活性化協議会事務局（弘前

ンや市屋外広告物条例第１０条第１項か
ら第４項に掲げる広告物及び掲出物

商工会議所内）
＞

㈱今井産業の
「波形ボード」

㈱今井産業が板材加工技術で特許庁長官賞受賞

２．点検の時期及び報告書の提出
○平成３１年１月１日以降に更新期間を満

単板の板材が波形に加工された単板の波形板材

了する場合は、許可期間満了日前の２ケ

の形状を整える「整形装置」
、整形された単板の

月以内に有資格者による点検と屋外広告

波形板材を波形形状で安定化させる「安定化装

物等安全点検報告書の作成をして、更新

置」とを備えていることが特徴です。

許可申請の手続きをお願いします。

製造された「波形ボード」を利用した木製段

１０月１日に当所特別会員㈱今井産業が東北地

屋上広告物、壁面広告、広告塔、広告板、

３．点検者の資格

ボールは非常に軽量で、強度も兼ね備えていま

○屋外広告士

す。デザイン的な評価も非常に高く、海外の企

○建築士法第２条第１項に規定する建築士

方発明表彰で『特許庁長官賞』を受賞しました。 業からも店舗ディスプレイに利用したいとの要
本発明は、板材加工時に発生する端材を波形 望があります。

○都道府県、指定都市、中核市が実施する

に整形し、軽量で良質な単板の「波形ボード」

木材の端材は、大量に焼却処分され、空気中

○一般社団法人日本屋外広告業団体連合会

を製造するための、凹凸を設けた２つの熱ロー

に二酸化炭素を排出し、深刻な環境問題となっ

が開催する「屋外広告物点検技能講習」の

ラでプレスして曲げ加工を行う製造装置および

ていますが、端材を単に再利用するだけでなく、

修了者

製造方法に関するものです。

新たな素材を生み出し、健康で快適な暮らしを

波形ボードの製造システムは、単板の板材を 創出するエコ製品として注目を集めています。
湾曲させて波形に加工する「波形加工装置」と、 
＜地域・産業振興課＞

第 ６ 回

人財育成委員会

経

営

塾

報

告

「屋外広告物講習会」の修了者

○「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員・
技能検定合格者・職業訓練修了者
４．問い合わせ
○屋外広告物条例や許可に関すること
・弘前市都市環境部都市政策課計画係
ＴＥＬ：０１７２−３５−１１３４

人とホスピタリティ研究所代表、元リッツ・
カールトン日本支社長の高野登氏を講師にお招

※点検の実施に関しては下記組合が技術的
助言を行っております。

きし、
「トップも現場も自分の可能性をナメてい

・青森県屋外広告美術業協同組合

る！」と題してご講演いただきました。

事務局住所：上北郡七戸町字太田１２８−４４

講演では、リッツ・カールトン勤務時代の話

ＴＥＬ：０１７６−５１−６５７２

を交えながらお話いただき、参加者からは、自

高野登氏による講演会

社のために何をすべきかを考えるきっかけ作り

人財育成委員会（山口道子委員長）では、１０
６回経営塾を開催し、７９名が出席しました。

弘前市トップ＞市政情報＞計画・取り組み

となったとの声が聞かれました。

月３０日、ホテルニューキャッスルにおいて第

当委員会では今後も、より実用的な内容の経
営塾を開催してまいります。 ＜経営支援課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
３９６件（特別会員含む）

事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

○詳細は市ホームページにてご確認できます。

業

美容室ｄｅｗ

工 藤 由 美

弘前市大町三丁目１０−６

美容室

Ｍｉｇｎｏｎ Ｃｏｌｏｒｅ

田 中 一 久

弘前市末広二丁目６−１

子供服小売

内

容

＞都市計画・景観＞景観づくり＞弘前市屋
外広告物条例に基づく許可申請

働き方改革相談窓口 定例相談会開催中！！
当所では弘前地区労働基準協会所属の専門家
による働き方改革相談窓口を開設しております。
○相談日

毎月第２週目の金曜日

○時

１３：００～１６：００

間

○相談員

外崎健至アドバイザー
（弘前地区労働基準協会所属）

○場

所

○相談内容

弘前商工会議所会館５階
①長時間労働の是正
②非正規労働者の待遇改善
③生産性向上による賃金引き上げ

④人手不足の緩和に向けた取組
申込、問合せは同協会（電話２６−０６６３）まで。
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企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

ビジネスダイアリーで来年の準備、始めませんか？
皆様に毎年ご好
評をいただいてお
りますビジネスダ
イアリー２０１９年
版が完成しました。
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〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第２６回：ＢＣＰ（事業継続計画）について
（その１）
Q 災害などの緊急事態が発生した時のための
ＢＣＰ（事業継続計画）について教えてくだ
さい。
A ＢＣＰとは、Ｂｕｓ
ｉ
ｎｅｓｓ Ｃｏｎｔ
ｉ
ｎｕ
ｉ
ｔｙ Ｐ
ｌ
ａｎの
略で、「事業継続計画」と訳されます。地震
などの自然災害、火災などの人災、テロ攻
撃、といった緊急事態が発生した場合に、事
業資産の損害を最小限に抑え、事業継続・早
期回復を可能とするために、平常時より対処
方法等を定めておく計画を指します。
緊急事態は突然発生するため、発生後の対
処には限界があります。殊に、経営基盤が脆
弱な中小企業は、事業の中断が長引くことで
深刻な経営難に陥り廃業に追い込まれる事態

も想定されます。
そこで、平常時に、緊急事態発生時の準
備・対策をしておき、損害の最小化・事業継
続・早期復旧を図ることで会社を守ることが
非常に重要です。
ＢＣＰの策定を義務付ける法律は現在あり
ません（災害拠点病院を除く）。もっとも、
緊急事態が原因となって、自社の従業員に対
する安全配慮義務違反や取引先に対する債務
不履行責任が生じる虞があり、事業者に発生
する損害は計り知れませんので、是非とも策
定しておくべきものです。
次回は、具体的なＢＣＰの内容について、
説明いたします。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）

会員サービス委員会 会員事業所の健康の取り組み vol.7

㈱シバタ医理科

今回の表紙は、

み、スマートウオッチを着け、毎日の数値を

ブルーにチェック

計っています。歩数では、１日平均２万歩歩

柄のデザインとなっております。

く社員もいます。その結果、内科的数値等か

月ごとの予定がひと目で分かる見開きの月間

らも健康状態が良くなっているのを感じてい

ダイアリー、各週の予定の詳細を記入できる週

るようです。

間ダイアリーと、日々の業務予定を管理する上

▼スマートフォンアプリ「健康物語」

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も掲載されておりますの
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。 ＜経営支援課＞

障がい者雇用に関する研修会開催
つがる地区就労支援連絡会“さくらジョブネ
ット”では下記日程により、障がい者雇用に関
る研修会を開催いたします。当日の参加も可能
ですので、多数の参加をお待ちしております。
開催日時

平成３０年１１月１７日㈯
１３：００～１６：００

場

所

弘前市総合学習センター

（〒０３６−８０８５ 弘前市大字末広４丁目１０−１）
※お車でご来場の際は、弘前市立東中学校の
駐車場をご利用ください。
対

象

参加費

会員及び障害者雇用に興味のある方
無料

演

題 「会社が変わる！障害者雇用」

日

程

・１２：４５～１３：００

受付

・１３：００～１６：００

研修会

健康経営宣言をした㈱シバタ医理科
シバタ医理科は、企業として社員の健康を
真剣に考えるべく「健康経営宣言」を７月４
日に行いました。
社員が「ひろさき健幸増進リーダー養成講
座」を受講し、
「ひろさき健幸増進リーダー」
となっています。主な取り組みは、血圧（内
科的）
・体重（メタボ予防）
・歩数（ロコモ）
の３項目を毎日継続的に測定し、各自の状況・
変化を把握しています。また「歯周病」が動
脈硬化・糖尿病・心臓疾患などの生活習慣病
に影響している事が近年大きく注目され、更
に骨のもろさ（骨粗鬆症）と口腔環境が関係
している事もわかっているようです。以上の
事から、「産業歯科医師」を置き、社員の唾
液検査などから口腔環境の維持・向上に努め
るべく行動を始めます。
弘 前 本 社 ス タ ッ フ 全 員 （ ６９ 名 ） か ら
取り組みを始めています。各自のスマー
トフォンに「健康物語」アプリ（弘前
市内のソフト開発会社アプリ）を取り込

社員はスマートウオッチを装着▲
効果はこれからです。健康は、「制限」が
つきものです。１人だと楽しくありません。
みんなで取り組めば楽しくできるのではと考
えています。歩数に関しては毎週ランキング
を出したりしています。個人だけではなく、
各課をグループ分けしたりしています。社員
が楽しくそして健康に。それがシバタ医理科
の願いです。
＜㈱シバタ医理科＞

研修１）障がい者の特性について
（弘前市健康福祉部）

２，
０００万円

研修２）障害者雇用の具体的取り組み
（津軽障害者就業・生活支援センター）
研修３）障害者雇用支援制度等の紹介
（高齢・障害・求職者雇用支援及び
青森障害者職業センター）
・１６：００～１６：２５
（終了後）個別無料相談会
・１８：００～２０：００

情報交換会

お問い合わせは、さくらジョブネット事務局
（電話３６−５０１１ 担当：栩内）まで。

１．
１１％（１１月１日現在）
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弘前かいぎしょ TODAY

第２回 ロボット・ワークショップ開催

開会式で挨拶を述べる清藤会頭

大人気の秋田犬ふれあいコーナー

白熱の最終審査会
当所青年部ぼくらのアトム創造委員会では、
第２回ロボット・ワークショップを開催しまし
た。２０２０年から始まる、小学校でのプログラミ
ング教育に先駆け、ロボット製作を通して子供
達にプログラミング的思考を身につけてもらい、
将来様々な分野で活躍できる人材を育成するこ
とを目的に実施いたしました。
今年は３０名の小学生が参加し、全４回の講

３日間で約７万４千人の人出となりました

「将来の夢」コンクール表彰式

習会では、なかなか思い通りに動いてくれない

１０月２６日～２８日の３日間、克雪トレーニン

と、
「秋田犬ふれあいコーナー」を２７日、２８日

ロボットに対し試行錯誤を繰り返しながら、プ

グセンターと屋外エントランス広場において、

の２日間設置したほか、東北電力㈱弘前営業所

ログラミングの修正を行いました。そして１０

「第１８回津軽の食と産業まつり」が開催され

ブースとして電気メーカー他関連企業１５社が

月２７日には津軽の食と産業まつり会場にてロ

ました。

出展、いずれも多くの人で賑わっていました。

ボット・プログラミングコンテスト（最終審査

屋内外あわせて１０９件の出展があり、それぞ

会期中には１７回目となる「将来の夢」コンク

会）に臨みました。複雑なコースを突破してい

れ食料品、工芸品、雑貨、衣類、建築関係等の

ールに市内の小学生から寄せられた、１，
２６９枚

くロボットの動きには参加者それぞれの個性が

物品が展示・販売され、来場者の中には両手い

の作文と絵が会場内に展示され、最終日に実施

表れ、観客の大人も感心した様子でした。

っぱいに買い物袋を抱える姿もみられました。

した表彰式では、入賞者に賞状と記念品が手渡



期間中には切れ間なく、和菓子作り、そば打

されました。

ちなどの体験、保育園児による演奏・演技やよ
さこい演舞等、各種イベントも行われました。
今年初の取り組みとして、大館市の協力のも

期間中の人出は約７４，
０００人（実行委員会発

＜経営支援課＞

～全国女性連盛岡大会参加報告～

表）にのぼり、盛況裡に幕を閉じました。


＜経営支援課＞

医療福祉・専門サービス部会、運輸・交通部会、生活商業部会

「 歴史と工場を巡 る

岩手視察会」

合同

１０月１７日～１８日に、医療福祉・専門サービ

酒祭りとは、弘前や函館で行われているバル街

ス部会（阿保鉄幸部会長）
、運輸・交通部会（工

とほぼ同システムで、５枚つづりのチケットで

藤清部会長）
、生活商業部会（石川雅祥部会長）

地区内の飲食店を訪ね歩くイベントです。３０年

合同で、岩手県盛岡市・花巻市の視察研修会を

以上の歴史があり、今回も１，
５００名以上の参加

行いました。

者がはしご酒を楽しんでいました。

今回はかつて南部藩の中心地であった城下町
としての歴史や、新渡戸稲造や米内光政をはじ
めとした多くの先人達の功績を学び、知見を広

記念式典会場にて

げる目的での開催となりました。
初日はまず盛岡市先人記念館を見学しました。

１０月３日、当所女性会３名で全国女性会連合

明治期以降に活躍した盛岡市ゆかりの人物につ

会盛岡大会に参加してまいりました。

いて展示しており、政治・経済・学術・芸術な

今回は全国大会５０周年ということもあり、

ど分野別に合計１３０名の先人達の功績を学ぶと
ともに、その遺徳を偲びました。

全国３０８女性会から約１，
４００名の参加となりま

エーデルワインの工場を見学

した。総会では全国連の新たな方針を示す岩手

続いて見学したもりおか歴史文化館では、盛

２日目は花巻市のエーデルワイン工場を見学

岡の歴史や南部家ゆかりの品々が展示されてお

しました。同社のワインは地元で栽培された素

り、南部家で使用していた鎧や火縄銃、明治時

材を使うことにこだわり、数々のコンクールで

記念講演会は岩手県大船渡市出身の櫻田厚氏

代に使われていた高さ９ｍに及ぶ山車など、非

表彰を受けています。見学後は実際に工場で製

（株式会社モスフードサービス代表取締役会

常に迫力ある内容でした。

造されたワインのテイスティングを体験し、参

長）による、
「食を通じて人を幸せにするモスバ

加者は香りが高くコクのあるおいしいワインを

ーガーの理念経営」と題した講演でした。モス

堪能していました。

バーガーの会社としての理念に関するお話は興

見学終了後、夜には八幡町河南地区で開催さ
れているはしご酒祭りに参加しました。はしご

＜総務財政課＞

宣言が可決され、式典では当所女性会から三上
会長が特別功労者表彰を受けました。

味深く、食の重要さがわかるものでした。
懇親会は２会場に分かれての開催となりまし
た。懇親会会場での物産展は岩手の名産品が勢
揃いしており、大盛況となっておりました。北
上翔南高校の剣舞や、盛岡さんさ踊りなどのア
トラクションもあり、岩手らしさが出ていた懇
親会を楽しみました。

＜経営支援課＞

