ヘッドライン
◇「新さくら共済」冬の
キャンペーンスタート！ …２面
◇ニッカシードルが
弘前ブランドになりました！ …２面
◇「６５歳超雇用推進助成金」
のご案内 …３面
ホームページ
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１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

「第３回弘前の魅力発信ＷＥＢコンテスト」作品審査会開催・結果発表！

優勝チーム「 p o m m e_ po m m e 」によるプレゼン

優勝チームが制作したホームページ

第３回弘前の魅力発信ＷＥＢコンテスト最優秀賞・優秀賞結果
最

優

学校名

秀

賞

チーム名

作品テーマ

弘前大学教育学部附属中学校 pomme_pomme

優
学校名

秀

賞

チーム名

作品テーマ

青森県立弘前実業高等学校 シルバニアファミリー

１２チーム４２名の参加となりました
１１月１０日、Ｓ．
Ｋ．
Ｋ．
情報ビジネス専門学校に

『弘前探訪
～魅力を求めて～』

リンゴばっちゃと
行く弘前旅

青森県立弘前実業高等学校

ラプトル２１

弘前の魅力を発信

青森県立弘前実業高等学校

裸眼四分乃一

弘前の漬物百景

成力・ＷＥＢコンテンツ制作スキル・プレゼン

楽しかった」と感想を述べていました。

て、情報・教育文化部会（鈴木順三部会長）主

力の５項目を対象にＷＥＢ作品を審査しました。

催事業の「第３回弘前の魅力発信ＷＥＢコンテ

参加チームのプレゼンテーションでは、７月

行った結果、最優秀賞は弘前大学教育学部附属

から実施していたＨＰ制作セミナーで学んだ内
第３回目の開催を迎えた当コンテストですが、 容や、生徒自らが市内事業所・施設を取材して
今年は弘前大学教育学部附属中学校、青森県立 集めたコンテンツを自らの作品に盛り込み、そ

中学校のチーム「pomme_pomme」に決定いた

弘前実業高等学校、青森県立弘前工業高等学校

れぞれのチームが見つけた「弘前の魅力」を紹

レゼン力・取材力の点において審査員から好評

から計１２チーム４２名の参加があり、過去最多

介しました。

を博しました。中でも取材先の方々に「弘前の

スト」作品審査会を開催しました。

の出場者数となりました。

１１月２２日に当部会役員による厳正な審査を

しました。
当チームはＷＥＢコンテンツ制作スキル・プ

発表を終えた生徒は「取材を通じて弘前市に

魅力」をインタビューし、スケッチブックにま

当日は審査員として清藤会頭ほか鈴木部会長

はたくさんの魅力があることを知った。学校の

とめた内容を組み込んだプレゼンは審査員だけ

をはじめとした部会役員が、取材力・発想力・構

勉強とは違った内容を学ぶことができてとても

でなく、参加した他チームからも賞賛の声を浴
びておりました。
１２月２２日には受賞した４チームの功績を称
える表彰式を開催いたします。
※当コンテスト参加全１２チームの作品は、当
所ホームページのバナー「弘前の魅力発信ＷＥＢ
コンテスト」のリンク先からご覧いただけます。
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『 新さくら共 済 』冬 のキャンペーンスタート！
平 成 ３０ 年 １２ 月 か ら 平 成 ３１ 年 １ 月 ま で
『新さくら共済』冬のキャンペーンを実施いた

≪入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型
生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
≫

目指し、
「生存保障」を充実させた新保障内容へ

討のほど、よろしくお願い申し上げます。

とリニューアルいたしました。

します。

詳細については今月号の折込チラシをご覧い

また、当所独自の給付制度といたしまして、

ただくか、当所までお気軽にお問い合わせくだ

『新さくら共済』は、会員事業所のみが加入

結婚や出産の祝金、健康診断助成金、事故通院・

さい。

でき、病気・災害による死亡から事故まで、業

病気入院の際の見舞金なども付加されており

※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項

務上・業務外問わず２４時間保障されるため、

ます。

説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いた

キャンペーンを実施するにあたり、当所職員

だけます。平成３０年１１月からはご加入の皆

及びアクサ生命保険㈱の推進員がみなさまの事

《お問い合わせ先》総務財政課共済係

さまによりご利用いただく機会を増やすことを

業所をお伺いいたしますので、この機会にご検

《引受保険会社》アクサ生命保険（株）

ください。

ニ ッ カ シ ー ド ル が 弘 前 ブ ラ ン ド に な り ま し た！
ニッカシードル・
スイート

このたび、当所会員であ
るニッカウヰスキー㈱弘前

観光振興委員会

全国商工会議所観光振興大会
2018 in 会津若松

倉庫で操業を開始したのは、今から５８年前の
１９６０年まで遡ります。

工場（今野直樹工場長）が

まさに弘前でのシードルの先駆けと言えるニ

製造する「ニッカシード

ッカシードルは、ニッカウヰスキー㈱の製品の

ル」に、製造場として＜青

中でも唯一弘前工場のみで製造されており、糖

森県弘前市＞という表示が

類・香料不使用でりんごそのもののみずみずし

加わることになりました。

い味わいを楽しめる商品です。
製造場の表示により、弘前のお土産としての

弘前におけるシードル製造の歴史は深く、ニ
ッカウヰスキー㈱が朝日シードル㈱からシード

さらなる需要の拡大が期待されます。

ルの製造・販売を受託し、現在の吉野町煉瓦
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カップル５組 誕 生！『出逢いのプロムナード』開催

未来創生委員会

大会会場にて

人口減少問題対策事業の一環として、企業の

１１月５日、６日の２日間に渡り、福島県会津

婚活への更なる意識向上に向けた事業であり、

若松市において全国商工会議所観光振興大会

今回で３回目の開催となりました。

２０１８in 会津若松が開催され、清藤会頭や南観

当日は、男性１５名、女性１５名の参加があ
り、女性会三上会長の司会進行のもと、ミニゲ

光振興委員長をはじめとした５名が参加いたし
ました。

ームやフリートークを通して大いに盛り上がっ

自己紹介タイム

ていました。
最終的に５組のカップルが誕生し、記念品と

１１月１３日、未来創生委員会（新戸部八州
男委員長）主催、女性会（三上美知子会長）共

してペア食事券が贈呈されました。

催による企業主導型婚活事業『出逢いのプロム

次回開催は２月を予定しております。今後も

ナード』をホテルニューキャッスルにて開催し

未来創生委員会では、新たな出会いのお手伝い

ました。

をさせていただきます。

人財育成委員会

＜経営支援課＞

就活担当教官と弘前市内企業経営者との意見交換会を開催

１１月５日の全体会議では、日本商工会議所三
村会頭の開会挨拶を皮切りに、本大会のテーマ
「観光地から感動地へ〜地方都市の観光創造に
向けて～」というキーワードを中心に、商工会
議所における観光振興についての事例発表や基
調講演が行われました。結びには会津若松アピ
ールが採択となり、単なる「観光地づくり」で
はなく、各地方の状況に合わせた「感動地づく

の企業をより深く知っていただくことや、地元

り」を商工会議所が中心となって推進すること

企業への就職促進を図ることを目的として意見

が確認されました。
その後全体交流会や、１１月６日には分科会も

交換会を実施いたしました。
意見交換会では担当教官より大学生の就職活

市内各大学の就活担当教官が参加

動の現状や、求人情報の中で特に注目している

光振興の重要性について理解を深めていました。

点などをお話していただきました。また、企業



側からも雇用の現状や、入社後の定着に向けた

人財育成委員会（山口道子委員長）では、１１

取り組み等をお話いただき、互いの現状を知る

月２１日、当所６階において就活担当教官と弘

良い機会となりました。当委員会では今後も地

前市内企業経営者との意見交換会を開催いたし

元就職に係わる意見交換会を実施し、会員企業

ました。

の皆さまにも情報提供していく予定です。

市内の各大学の就活担当教官の方々に、市内



＜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，
３９５件（特別会員含む）
特別会員
事

業

所

あんこうエネルギー㈱

名

代
島

表

者
良

行われ、参加者はインバウンド対応を含めた観

住
藤崎町若松森越２２−７

所

営

業

内

容

ディーゼルエンジン補助品販売
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〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第２７回：ＢＣＰ（事業継続計画）について

ど）。④緊急事態発生時の対応マニュアルを

（その２）

作成します。具体的には、人員・資産の安全

Q 災害などの緊急事態が発生した時のための

確保、緊急時の連絡体制・業務体制、被災状

ＢＣＰ（事業継続計画）について教えてくだ

況の確認・被災業務の復旧方法等を定めま

さい。（第２６回と同じ内容です）。

す。⑤以上をＢＣＰとして策定し、全社員に

Ａ

ＢＣＰの策定は、会社規模・業種により内

周知させます。⑥準備しているものが最善の

容が異なりますので、一般的なものを概説し

状態かを随時確認します。具体的には、資産

ます。

状況・連絡先等の更新、非常用設備等の点検

①会社の資産（有形・無形）と重要業務

を定期的に行い、最善の状態を維持できるよ

現在、ハローワークで求職中の方々の情報で

を選出し、資産には重要度を、業務には優先

うにします。また、定期的にテスト、訓練を

す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー

順位を付けます。②自社で起こり得る緊急事

実施します。

ク弘前・紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ

態を想定し、それぞれの場合の会社が被る被

業種・事業規模にかかわらず、ＢＣＰの策

せください。

害を予測します。③想定される被害のうち、

定は非常に重要です。上記はあくまで一例で

事前に回避ないし軽減できる対策を実行しま

すので、実際には専門家と相談し、できるこ

す（耐震補強工事、非常用電源設備、データ

とからでも取り掛かるようにしてください。

受講訓練
受講期間

住所

免許・資格・
希望月収（万）
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等

宅建・
普通自動車免許
１ ＦＰ養成科 弘前市
ワード３級
５か月

営業事務
１２

１６年４か月
弘前近
事務
３年

２

普通自動車免許
パソコン
保育士
基礎科 弘前市
幼稚園教諭２級
３ヶ月
司書 ワード３級

３

７
パソコン
コンピュータサービ 金融事務
（パート）
基礎科 弘前市 ス技能評価試験

９年９ヶ月
ワープロ部門３級
弘前市内
３ヶ月

保育士

９年

１５
弘前市内

表計算部門

日商所報

３級

中型自動車免許
学校用務員 ８ヶ月
１０
（８ｔ限定）
縫製 １７年９ヶ月 弘前近郊
日商簿記３級
ワード・エクセル３級

※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。

Ｈ３０年度

『６５歳超雇用推進助成金』のご案内
■６５歳超継続雇用促進コース■
６５歳以上への定年の引上げ、定年の定めの
廃止又は希望者全員を対象とする６６歳以上ま
での継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実
施した事業主に対して、措置の内容や定年等の
年齢の引き上げ幅、６０歳以上の雇用保険被保
険者に応じて一定額を助成します。
■高年齢者雇用環境整備支援コース■
高年齢者の雇用の安定のために以下の雇用環
境整備の措置を実施した事業主に対して、措置
に要した費用の一部を助成します。
・機械設備、作業方法又は作業環境の導入又
は改善
・能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間
等の雇用管理制度の見直し又は導入及び健
康管理に関する制度の導入
■高年齢者無期雇用転換コース■
５０歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者
を転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換さ
せた事業主に対して、対象者数に応じて一定額
を助成します。

弁護士

横山航平）

トレンド通信 「売り場からの逆算で商品を三つに分けて考えてみる」

お店を展開している方やバイヤーとお話して
いると、お店にとって売りたい商品、売れる商
品にはいくつかの役割があることに気付きます。
ただく中で、ここを思い違いしたまま相談され
ることが多くあります。
お店に置かれている商品は大きく三つに分か
れます。１番目は売れ筋商品で、お店が利益を
きちんと取れるもの。２番目は売れ筋商品ほど
には動かないけれど、そのお店を構成するには
欠かせない商品。３番目は必ずしも必要ないか
もしれないが、その商品があることによって新

にはない満足感や高揚感をもたらすような商品

しい売り方が提案できたり、お店に個性や付加

であることが求められます。ターゲットとする

価値を加えられたりするものです。

消費者の居住エリアや生活スタイルにもよりま

例えばお肉屋さんで考えると、
（１）は牛肉、 すが、高額な商品でも売れる可能性があります。
豚肉、鶏肉で、なんといってもこれがお肉屋さ
このように、お店にとっての役割の違いによ
んの主力商品です。
（２）はハムやひき肉、餃子

って、商品に求められる特徴が変わってきます

の皮などが相当するでしょう。
（３）は、熟成肉

から、商品づくりを考えていく上で、自分が手

やジビエ、産地にこだわったブランド牛やブラ

掛けているものが、売りたい先の店舗でどのよ

ンド鶏などです。

うなポジションを占める商品か自覚することは

定番商品の（１）はそのお店の基本的な実力

【助成金についての詳しいお問い合わせ・お申し込み先】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

高齢・障害者業務課

〒０３０－０８２２ 青森市中央３－２０－２
ＴＥＬ ０１７－７２１－２１２５
ＦＡＸ ０１７－７２１－２１２７
http://www.jeed.or.jp/

とても重要です。

を左右する商品なので、商品をつくって提供す

商品のパッケージデザインにおいても、この

る側としても、お店がきちんと利益になるよう

三つは明確に違うコンセプトでつくられるべき

な価格設定と、日常的に売れていくことを前提

です。
（１）の日常的にどんどん売れていく商品

とした生産量やデリバリー（物流）を考えなけ

なら、包装やパッケージは簡素でそれほどお金

ればなりません。
（２）や（３）は、定番商品に

をかけず、伝えるメッセージもシンプルで基本

比べて販売量が少なく、買われる目的も明確に

的なことが伝わればよいでしょう。
（２）につい

なるので、商品企画の特徴付けがきちんとでき

ては用途の広がりを感じさせる楽しさ・面白さ

ているなら価格設定の自由度は広がるでしょう。 が必要ですし、消費者が新しい用途がイメージ
特徴あるものなら、やや高くても売れる可能性 できるようにある程度の情報量が必要です。
があります。逆に、それほど日常的に売れるも

（３）については、非日常の「ハレ」の喜びや

のではないので、消費期限を長くしてお店の在

満足が感じられるようなパッケージが必要で、

庫ロスを軽減するような商品特性を持たせなけ

情報に関してもその商品が持つ特別なストーリ

ればなりません。商品企画をするときに（２）

ーをしっかり伝えていくべきでしょう。

を狙うなら定番商品にはない用途の広がりや面
白さが求められますし、
（３）には消費者に日常

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

青森支部

（横山航平法律事務所

いろいろな地域で新商品づくりに関わらせてい

普通自動車免許

ゼロから学べ
るパソコン・
板柳町
４
簿記事務科
３ヶ月
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弘前かいぎしょ TODAY

日本ＹＥＧ第３６回全国会長研修会
とかち帯広会議参加報告

３部会で事業を実施しました
建設部会

ジャパンホームショー視察研修会
建設部会（吉川功一部会長）では、１１月２１
日～２２日に視察研修会を実施し、部会員８名が
参加しました。
２１日は東京ビッグサイトで開催された「第４０
回ジャパンホームショー」を視察しました。本
展示会は、国内外の建設関連企業が一同に会す
る国内最大級の建設関連の展示会で、参加者は

会場で記念撮影

それぞれ興味のあるブースで熱心に情報収集や
商談をしていました。２２日は東京オリンピック

１１月８日から１１日まで、奈良岡会長ほか

関連施設の建設現場や豊洲市場を視察。現状を

２名が日本ＹＥＧ全国会長研修会とかち帯広会

実際に目にすることで更なる理解と関心を深め

議に参加してまいりました。

ました。

ジャパンホームショー会場前にて
工業部会

全国４１６ＹＥＧから約１，
５９０名の参加があ



＜経営支援課＞

大館市視察研修会

り、会員総会、全体研修会、分科会が行われ、
地域経済を担うリーダーとしての資質の向上と
意識の高揚を図ってまいりました。また、研修

工業部会（川瀬郁朗部会長）では１１月１日、 後の懇親会では各地域の活動や地域の未来につ
部会員５名で大館市へ視察研修に行きました。
視察研修では、近年ブームになっている秋田

いて意見を交わし交流を深めてまいりました。


犬の資料等を展示している秋田犬会館へ行き、

＜経営支援課＞

秋田商工会議所女性会との情報交換会

昔から地域住民と共存してきた秋田犬について
学びました。その後、秋田県を代表する伝統工
芸品である大館曲げわっぱの制作体験として参
加者全員で弁当箱を作り、隣県の伝統工芸品へ
の理解を深めてまいりました。終了後は日景温
泉で懇親会を開催し、部会員相互の情報交換や

曲げわっぱの制作体験

交流を図りました。
医療福祉・専門サービス部会

＜地域・産業振興課＞

ボウリングで交流を深める
秋田商工会議所女性会の皆さまと

参加し、ワンフロアを埋め尽くして例年以上の
盛り上がりを見せました。

１１月２９日、秋田商工会議所女性会との情報

プレー中はあちらこちらで歓声が沸き起こり、 交換会が翠明荘にて開催されました。
ハイタッチする人やガッツポーズをする人、う
秋田商工会議所女性会による企業視察研修会
なだれる人など大いにボウリングを楽しまれて

の一環としてお越しいただいた皆さまは、当所

いました。ハイスコアを目指して力投した結

女性会の会員数の多さや、積極的な活動内容に

果、６連続ストライクを叩き出し、２ゲームト

驚いた様子でした。また、秋田では毎年このよ

ータルスコア３４５を記録した㈲東洋美装の石岡

うに東北地方の女性会や事業所を訪問し、企業

友幸さんが優勝となりました。

研修会を開催しているというお話を伺い、会員

ボウリングで交流を深めました

大会後はかだれ横丁にて表彰式を兼ねた懇親

の勉強の場を作り出し、見識を深められるとて

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会

会を開催しました。当部会の表彰は、くじ引き

も良い取り組みであると感心するばかりでした。

長）では１１月５日、毎年恒例の部会員親睦ボ

で参加者全員に賞品を差し上げており、参加さ

秋田と弘前の女性会同士、良いところをそれ

ウリング大会をアサヒボウルにて開催しました。 れた皆さんは非常に満足されている様子で、ゲ

ぞれ参考にして、より良い会と地域のつながり

今回もさまざまな業界から申込みがあり、
１５事業所から４８名という過去最高の人数が

ーム中同様、大いに盛り上がりました。

を作っていこうと思える情報交換会でした。





＜総務財政課＞

＜経営支援課＞

