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お問い合わせ
お申し込みは 十和田商工会議所中小企業相談所 TEL.0176（24）1111

さわやか

何事もがんばりすぎず八分目

あせらず　のんびり　ゆっくりが生き上手

休耕田のままで良いのか自給率

それで輸入にたよるとは納得がいきません

愛想のいい娘のレジへ足が向く

笑顔のサービスをもらって得した気分

電話より文字がうれしい母の文

携帯で用が済む時代　愛情のこもった手紙は最高です

木村　　智

八木田幸子

田中　　實

大釜　丸子

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

取引先の突然の倒産。そんなとき
あなたを守る、安心の制度です。 中小企業倒産防止共済制度

個人事業主、会社役員のみなさんの
退職金共済制度です。 小規模企業共済制度

１．最高3,200万円の共済金貸付が受けられます
２．共済金の貸付けは無担保・無保証人です

３．掛金は税法上、経費または損金に算入できます
４．一時貸付金制度も利用できます

１．掛金は全額所得控除になります
２．貸付金制度が利用できます

３．共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
４．共済金は一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用

◆月額5,000円から80,000円までの範囲内（5,000
円単位）で自由に選ぶことができ、加入後、増・
減額ができます。ただし、減額する場合は一定
の要件が必要です。
◆掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み
立てられます。

　本制度に加入後６ヶ月以上を経過して、取引
先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権（売
掛金債権・前渡金返還請求権）について回収困難
となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
　なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生
日から６ヶ月以内です。

常時使用する従業員（※）が20人（商業とサー
ビス業では５人）以下の個人事業主と会社の役
員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農
事組合法人の役員の方です。
（※）"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含
まれません。

◆毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範
囲内（500円単位）で自由に選べ、加入後、増・
減額ができ、前払いもできます（ただし、減額
する場合、一定の要件が必要です）。
◆所得が無いときなど、掛金を納めることが困
難な場合は、掛け止めができます。

毎月の掛金 共済金の貸付

毎月の掛け金加入できる方

（経営セーフティ共済）
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この人に聞くこの人に聞く

㈲ 十和田ポニー温泉

専務取締役 白 濱 道 義 さ ん（35歳）

帰郷を決意したきっかけは？

　大学進学時は、将来のことは漠

然としていて、兄もいたので十和

田に帰って仕事をするなんてこと

は考えてもいませんでしたが、転

機が訪れたのは大学３年生のとき

です。母が決算書を送ってくれた

のですが、私はそれを見てもわけ

がわからず、何の力にもなってあ

げられなかったのを覚えています。

その時ですね。帰郷して両親の力

になってあげようと決意したのは。

　そこで、まずは企業で働き多く

の経験を積もうと考えました。社

会人１年目は短期間に多くの会社

を知ることができる仕事をと思い

証券会社に就職しましたが、社会

人２年目、コンピュータのイロハ

を身につけようと、両親にも内緒

でソフトウェア会社に転職しました。

そこで３年間経験を積み、一通り

仕事ができるようになった頃、父

に声をかけてもらったのをきっか

けに十和田に帰ってきました。

勤務経験が生かされたことは？

　入社当時、私の仕事は旅館のフ

ロント業務とコンビニのレジ係で

した。わかってはいたことですが、

変なプライドみたいなものがガタ

ガタと崩れていきました。しかし、

文句ばかり言っていても始まらな

いので、時間を見つけては簿記の

勉強をし、今まで手書きでつけて

いた現金出納帳もコンピュータで

出力するようにしました。また、

ホームページも立ちあげ、インタ

ーネットでの予約受付もできるよ

うにしました。

　ちょうどその頃、十和田湖の旅

館を譲っていただくことになった

のですが、私が担当することにな

りました。前のスタッフはほとん

ど辞めてしまい、右も左もわから

ない状況でしたが、泊り込みで昼

も夜もなく、がむしゃらにどんな

仕事でもこなしました。おかげで

旅館の立て直しに成功し、この経

験は今でも大きな自信になってい

ます。

旅館の PR と抱負を

　昨年、パチンコ店の跡地をシン

グルルームに改装してリニューア

ルオープンしました。同時に馬肉

料理の提供も始め、今までの長期

滞在中心から、ビジネスとレジャ

ーにも対応した旅館を目指してい

ます。最近市内にビジネスホテル

が建ち、競争が激化していますが、

我々にしかできないおもてなしで

お客様をお迎えしたいと考えてい

ます。そのために「掛け流しの天

然温泉」、「旅館ならではのサービ

ス」、「十和田ならではの料理」の

３点にこだわりを持ち、とことん

追求していこうと思っています。

一番大事なことはお客様の声をた

くさん聞き、活かしていくことです。

青年会議所の存在は

　青年会議所に６年在籍して、４

年間はホームページ製作を担当さ

せていただいています。旅館は夜

と朝の仕事ですから会議や会合に

は参加できませんし、お祭りにも

なかなか協力できません。仕事の

空き時間でできることといったら

ホームページ製作ぐらいでしたが、

いろいろ勉強になりましたし、な

により信頼できる仲間がたくさん

できました。

　㈲十和田ポニー温泉は、昭和38年、現在会長を務める白濱徹也氏
の精肉店開業に端を発する。同氏は８年後、八郷にドライブインを
開業し、温泉掘削にも着手。そして、昭和52年、温泉開湯とともに
㈲十和田ポニー温泉を設立し、現在では旅館業、コンビニエンスス
トア、食堂などを展開している。
　今回は父である会長・徹也氏、兄の社長・牧仁氏とともに会社を
支える専務取締役の白濱道義氏をインタビューした。同氏は、三本
木高校、小樽商科大学商学部を経て、４年間県外の企業に勤務。十
和田に帰郷してから、その経験を生かして会社の経営に参画する。

しら はま みち よし

昭和52年

白 濱 徹 也　氏

旅館業

十和田市大字三本木
字佐井幅167-18

0176-23-3728

0176-25-1277

http://www.pony-
onsen.co.jp

《会社概要》

創 業

会 長

業 種

住 所

T E L

F A X

U R L

一番大事なのはお客さまの声一番大事なのはお客さまの声
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　意見活動は、商工会議所活動の中でも重要な機能

の一つである。当所では、商工業の振興はもとより、

地域社会に関する諸問題について、商工業者の意見・

要望を汲み上げて、国や県などの関係機関に対して

建議・要請を行っており、市への要望は毎年この時

期に実施している。要望書提出には、当所の石川会

頭をはじめ岩間・今泉両副会頭に各対策委員長や部

会長が同席した。

　今年度の要望事項は細目も含め43項目で、うち重

点要望は「青森県立三本木高等学校附属中学校施設

整備に係る支援（①中学校体育館の増築について、

②技術教室の増築について）」と「全国規模の会議・

催事・スポーツ大会の招致並びに開催支援による当

地域活性化の推進について」の２点。石川会頭は「本

日は平成20年度の要望書を持参した。前向きに検討

していただきたい」と１つでも多くの要望実現をお

願いした。それを受けて中野渡市長は「各自治体は、

税収の落ち込み、地方交付税の削減と厳しい中で対

応していかなければならない状況であり、今回の要

望全てに対応することは難しい。優先するもの優先

して、順次対応していきたいと思う。ご理解してい

ただきたい」と返答した。

　また、重点要望２項目について石川会頭は「三本

木高校の施設問題は、授業のみならず部活動の面で

も問題が生じており、中学生と高校生が同じ部活で

一緒に練習することは体力の面からも不可能である」

さらに「今年、市内に２店のホテルがオープンし、

当市の宿泊施設も充実してきた。全国規模の大会が

開催されれば当市の活性化にもつながるし、大きな

経済効果も期待できる。是非、そのような打診があ

ったら積極的に引き受けていただきたい」と付け加

えた。

　一行はこの後、議長室へ赴き、桜田副議長に今回

の要望内容を説明、市への要望書提出に対する理解

と支援を求めた。桜田副議長は「これから活躍する

子供達の教育に関する問題であるし、全国規模の大

会の開催は地域経済活性化の起爆剤になると思う。

沢目議長をはじめ各議員に今回の要望を説明した上で、

協力していきたい」と支援を約束した。

　なお、今回の要望に対する回答は、９月下旬以降

に開催予定の合同部会で行われる。

商工会議所の意見活動

全43項目を市へ要望全43項目を市へ要望
　当所では7月28日、平成20年度の意見活動をもと

に取りまとめた要望書を中野渡春雄市長へ提出し、

さらに桜田博幸副議長にも本要望への理解と支援を

求めた。

　今回は、昨年４月に県内では初の中高一貫校とし

て開校した三本木高等学校附属中学校の施設整備に

係る支援など、新規７項目を含む全43項目について

要望した。

要望書提出には三役を含め８名が同行

桜田副議長「各議員に説明し協力を約束」
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１．まちづくり計画の早期策定推進

２．駐車場事業にかかわる市補助金の年次継続要望

３．商店街・商店会開催のイベントへの支援

１．アクセス道路の整備

　①「上北横断道路」（三沢―天間林間）の早期全線　

　供用に向けた整備促進と十和田市から同路線へア　

　クセスする既存道路の整備改良推進

　②十和田市と三沢空港を結ぶ道路の早期完工促進

　③一般国道103号青   山バイパスの早期整備促進

２．医療環境の充実

　①放射線医学研究所の設置

　②市立中央病院の産婦人科医及び内科医等の医師確保

　　のための環境づくりの促進

３．教育環境の充実

　①青森県立三本木高等学校附属中学校施設設備にかか

　る増築要望

　②全国規模の会議・催事・スポーツ大会の招致並びに    

　開催支援による当地域活性化の推進について

　③市相撲場の、老朽化に対する改修促進

　④ボランティア、および、コミュニティー意識の醸成

４．住居の整備

　①中心市街地への公営住宅建設

５．市内道路網の整備

　①国道102号ポニー温泉前交差点における北側道路進

　入部分の拡幅整備促進

　②積雪時における歩行者の安全確保及び通学路等にお

　ける歩行者の安全確保を考えた道路づくりの促進

　③都市計画道路佐井幅・高清水線の早期着工促進

　④市内の橋梁について、耐震強度の調査と補強改修の

　促進

　⑤市街地の市道における、交通量等利用状況に応じた

　高耐久舗装の整備促進

　⑥稲生川交差点、工業高校前丁字路、一本木沢踏切及

　び高清水踏切十字路の渋滞解消と安全確保　

　⑦稲生川沿い南側道路（七郷通線から八郷通線）の整

　備促進

６．生活環境の整備

　①ユニバーサルデザインに配慮した、視認性の高い道

　路案内標識と市内各観光施設への総合観光案内板の設

　置について　

　②都市計画道路下平・東小稲線と三小通りとの交差点

　への信号機設置及び市内の既存信号機場所の見直し等、

　関係当局への働きかけについて

　③高齢化社会にも対応した県立の多目的室内スポーツ

　施設の中心市街地への建設実現

　④三沢空港輸送体制の充実強化

　⑤ユニバーサル・デザインの啓蒙とユニバーサル・デ

　ザインに配慮した公共建築物の整備促進　

　⑥NPO組織化の支援

　⑦国道102号沿い（ポニー温泉から深持入り口付近）

　の松並木について地域遺産の保全と交通安全対策のた

　めの整備促進

　⑧東北新幹線八戸駅と十和田市を結ぶシャトルバスの

　運行の実現

１．十和田湖や奥入瀬渓流における観光客及び車輌の安

　全確保

２．野外芸術文化ゾーン構想の早期実現

３．新幹線八戸駅に直結する道路（八戸・十和田・奥入瀬

　ライン）の早期完工促進

４．新渡戸記念館の整備と太素塚の環境整備の促進

５．当市への誘客に伴う案内標識板の見直しと整備

６．東北新幹線八戸駅から十和田市内観光・誘客の促進

７．稲生川周辺環境整備事業の整備促進

１．燃料及び資材価格等の高騰において公共工事の請負

　金額の「単品スライド」適用促進について

２．官公需修繕工事並びに改修工事の専門業者への直接

　発注の継続について

３．産業廃棄物の公設処分場の整備促進

４．十和田市の将来に向けての抜本的用途指定地域の見

　直し

５．雇用安定型の企業誘致促進

６．公共工事・設計及び物品調達の地元業者への優先発

　注方促進

　①十和田市立中央病院建設に付随して今後の見込まれ

　る工事発注について、地元建設業者並びに建設関連業

　者への優先発注と受注機会の確保

　②指名競争入札における指名対象業者について、市内

　業者主体での設定促進

７．建築事務所の業務報酬基準の建設省告示1206号によ

　る準拠継続

１．国土の均衡ある発展を図る観点等から、社会資本整

備の不十分な本青森県への公共事業の大幅確保

平成20年度の要望事項 青字は新規要望事項。うち重点要望事項ついては赤
字で掲載。

Ⅰ.中心市街地の活性化に向けた支援

Ⅱ.生活し易いまちを目指して

Ⅲ.観光資源の整備

Ⅳ.地域経済活性化対策の推進

Ⅴ.その他
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７ 月 の ト ピ ッ ク ス

夢を実現 目指せ起業家
　当所では、これから創業、起業をお考えの方を対象に、
実際の開業に向けた体系的かつ実践的なサポートをする創
業講座を６月29日、７月13・27日の３日間にわたり開講し
た。講座では、経験豊富な㈱セミナー青森の講師陣を迎え、
事業を開始するための心構え、ビジネスプラン（事業計画）
作成研修、融資制度や創業事例などを紹介。９名の受講者
は創業するまでのカリキュラムに沿って、実際の創業に役
立つ知識・情報を修得した。

創業講座２日目の講義風景

当所管内選手が大健闘！！

　７月13日、青森市民文化会館にて青森県商工会議所連
合会主催の「2008　そろばんグランプリ・青森」が開催さ
れた。大会には県内各地から143名が参加し、各部門に分
かれて日ごろの練習の成果を競った。みな実力が拮抗し
ている選手たちばかりで、中でも小学校６年生の部では
８人が満点をたたき出した。結果は５部門中３部門で当
管内の選手が１位に輝き、会議所対抗でも当所が連覇を
果たした。成績優秀者は９月に行われる東北大会の出場
権を獲得、東北大会での活躍も期待される。

競技開始前、緊張感漂う会場内

お見事！！ナイスショット！！
　食品商業部会・生活文化商業部会では７月18日、高森山
パークゴルフ場にて会員親睦パークゴルフ大会を開催した。
大会には13名のプレーヤーが参加し、全36ホールの広々と
した本格的なコースでプレーを堪能した。パークゴルフ初
体験という方も多く、なかなか思うようにボールが転がら
なかったり、奇跡的なナイスショットが飛び出したりと、
何が起こるかわからないワンプレーごとに一喜一憂してい
た。梅雨明け前の蒸し暑い日だったが、プレーを楽しんだ
後の汗はとても爽やかだった。 狙いを定めて、一球入魂！！

メタボリックを未然に

熱心に耳を傾ける参加者

そろばんグランプリ・青森

会員親睦パークゴルフ大会

創 業 講 座 を 開 講

特定健康診査・特定保険指導説明会

　厚生部会では７月28日、当所２階会議室にて特定健康診
査・特定保健指導説明会を開催した。説明会では十和田市
健康推進課の保健士　角真紀子氏を講師に招き、今年４月
から導入された新たな健診制度や最近よく耳にするメタボ
リックシンドロームなどについての説明を受けた。自分の
身にも十分起こりうる問題に、参加者らはみな真剣な眼差
しで講師の説明を傾聴し、健診結果に対する保健指導の方
法やそれにかかる費用の問題についての質問もあり、有意
義な説明会となった。

すみ
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「まちづくり組織」の
必要性を検討！

当所で検討懇談会を開催

　当所では「十和田市中心市街地活性化推進会議」

での協議内容を踏まえて、今後「まちづくりを進め

るための組織」の必要性を検討する「まちづくり組

織検討懇談会」を４回（６月～７月）開催した。

　検討懇談会のメン

バ－は、推進会議正

副会長（岩間惠美郎

氏、田中進氏、今泉

礼三氏）、十和田市

商工労政課、地元商

店街役員の皆さんで

ある。

　検討懇談会の座長である推進会議の岩間惠美郎会

長は、会議の冒頭で『中心市街地活性化は、事業を

実施し成果を手にすることに目的がある。そのため

には、実施する事業者を支援することや各種事業を

生かす取り組みが重要であると考える。そこで、そ

のような仕事を行う「まちづくり会社」が必要であ

る。新たな組織を作るに困難なこともあり、時間も

掛かるかもしれない。しかし、検討を進めなければ

何も始まらない。心配事や解決しなければならない

ことを話し合いながら前に進めて行きたい』と語っ

た。

　検討懇談会では、多くの意見が出されたが、主な

検討課題となる発言は以下のとおりである。

①一人では現状を打開できない。是非、皆が協働す

る「まちづくり会社」は必要である。

②市では「コンパクトシティ」を目指している。そ

のためにも「まちづくり会社」は必要である。

③まちづくりには「活動する組織」が必要である。

組織設立には「まちづくりのコンセプト、組織の位

置付け・必要性、資金・運営方法」を明確にするこ

とが重要である。

④地元関係者の皆さんが意欲を持てる組織にし、

当初から「大きな組織」は必要ではない。十和田の

現 状 に 合 っ た 組 織 に す る べ き で あ る 。

⑥「活動を絞った組織」が重要。疲弊する現状（地

価の下落、売上額の大幅な減少等）を踏まえた活動

を行う組織が重要。

⑧特に、土地問題を解決する組織が必要である。　

　

　検討懇談会で協議された「まちづくり会社設立準

備会」において検討が必要な事項は、以下のとおり

です。

　　　まちづくり会社の役割と位置付け

　　　（まちづくりの活動コンセプト、到達点）

　　　まちづくり会社の責任範囲

　　　組織が行なう事業の範囲と具体的な事業項目・

　　　内容

　　　資金手当の方法

　　　まちづくり会社の組織構成者と組織構造

　　　（役職、執行体制など）

　　　事務局体制

　　　事業推進方法と運営方法　等

　まちづくり会社設立準備会は、８月４日（月）開

催の第３回推進会議でその設置について報告し、第

１回の会合は８月22日（金）に開催する予定です。
●

　「まちづくり会社設立準備会」に参加希望をされ

る方は、申込みが必要となります。下記の担当事務

局にお問い合わせ下さい。

≪担当事務局≫

■十和田商工会議所中小企業相談所／まちづくり室 

　井端政雄（室長）、和田康文

　TEL/ 0176-24-1111、FAX/ 0176-24-1563

■検討懇談会での意見（検討課題）

■設立準備会の検討事項（案）

・推進会議で、「まちづくり会社」の設立検討に
　関する方針決定を行う。

・「まちづくり会社設立準備会」を設置する。

・構成メンバーは、「推進会議メンバー」を中心
　に公募する。

■検討懇談会で決定した事項■■検討懇談会で決定した事項■

（１） 

　　　

（２） 

（３）

（４）

（５） 

（６） 

（７） 
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OHSAS 18001

会員募集中 ●年会費10，000円

●連絡先／十和田商工会議所女性会　24-1111女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん

東北新幹線「八戸・新青森」の開業に期待を込めて東北新幹線「八戸・新青森」の開業に期待を込めて
県女性会連合会総会八戸大会

八戸大会には益川会長の他６名が参加した

　青森県商工会議所女性会連合会総会が６月13日に、
八戸市プラザアーバンホールで開催されました。講
演会では、「八戸市のまちづくり」と題して、八戸
市長の小林眞氏が講演されました。
 10のマニフェストを掲げ２年７ヶ月前に市長に就
任し、現在、そのマニフェスト実現に向けて展開し
ています。その中で「はやて」が快走５周年になり、
観光客数300万人から500万人に増加し、宿泊者数も
30万人から40万人と目に見えて増えています。また、
現在、さくらの百貨店の隣に建設中の（仮称）八戸市
街地地域観光交流施設について、「街中をどんな人
でも歩けるように物産展やお祭りを事業につなげて、
見る物、食べる物、日本に誇れる、世界に誇れる八
戸にしたい」と熱く語った事がとても深く印象に残

りました。
　十和田市も世界に誇れる十和田湖があり、間もな
く（仮称）七戸駅が開業し、青森－八戸間が開通し
たらと、楽しみに期待し、本日の講演会はとても有
意義な講演会でした。　　　　　      （大竹貴美子）

国・県へ単品スライドの適用促進などを要望

　当所建設部会（田中進部会長）では７月23日に、
国交省東北地方整備局青森河川国道事務所（以下・
河川国道事務所）の安陪和雄所長宛（十和田国道
維持出張所経由）に石川会頭及び建設部会長連名
の要望書を提出した。
　今年度は、燃料及び建設資材等の価格高騰にお
いて公共工事の請負金額の「単品スライド」適用
促進など新規３項目を含む全８項目のうち河川国
道事務所には５項目を要望。また８月５日には、
県の出先機関である上北地域県民局地域整備部の
佐々木理部長にも７項目を要望する予定。

十
和
田
国
道
維
持
出
張
所
の

船
水
義
一
所
長（
左
）へ
要
望

書
を
手
渡
す
石
川
会
頭（
右
）

建設部会が要望活動建設部会が要望活動

要　望　内　容
①一般国道103号青　山バイパスの早期整備促進について
②公共施設の老朽化に伴う改築・新築及び公園・歩道等
を整備する際、ユニバーサルデザインに配慮した整備促
進について
③「上北横断道路」（三沢～天間林間）の早期全線供用
に向けた整備促進について
④一般国道102号八郷地区における道路交通の安全確保
のため、南側樹林帯の日陰解消を含めた一体的歩道整備
について
⑤東北新幹線（仮称）七戸駅開業を踏まえた七戸バイパ
スの早期全線供用に向けた整備促進について
⑥国道102号ポニー温泉前交差点における北側市道への
進入部分の拡幅について（新規）
⑦本店を県内に置く地元建設関連業者の公共事業に係る
優先発注について（新規）
⑧燃料及び建設資材等の価格高騰において公共工事の請
負金額の「単品スライド」適用促進について（新規）

　地域整備部には、①②③④⑥⑦⑧の７項目を要望。③
の「上北横断道路」については整備促進の支援方。　
　河川国道事務所には、②③⑤⑦⑧の５項目を要望。
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これまでの軌跡① ～活気溢れる街「十和田市」を創造～

　当商工会議所は、昭和23年１月16日に社団法人三本木商工会議
所として誕生し、商工会議所法による組織変更を経て、今年、60
周年という大きな節目を迎えることが出来ました。
　これまで歩んできた60年は、戦後の混迷期に始まり、その後の
復興期、高度経済成長期、オイルショック、バブル景気の拡大と
崩壊などを経験しながら、十和田市の経済と共に幾多の変遷を経て、
今日の基礎を築いてまいりました。
　そこで今日までの60年間の歴史を「これまでの軌跡～活気溢れ
る街『十和田市』を創造」と題して本誌誌面で６回にわたってご
紹介します。

昭和23年から昭和32年までの10年
年号(西暦) 十和田商工会議所の歩み 主な十和田市の出来事

昭和23年
（1948年）

昭和24年
（1949年）

昭和25年
（1950年）

昭和26年
（1951年）

昭和27年
（1952年）

昭和28年
（1953年）

昭和29年
（1954年）

昭和30年
（1955年）

昭和31年
（1956年）

昭和32年
（1957年）

　当時の三本木町長であった本田浩治氏と三本木商業協同組合の専務理
事であった古川勘蔵氏が世話人となって、１月16日に創立総会を開き、
初代会頭に本多浩治氏（三本木町長）、副会頭に田中静一氏（三本木信
用組合長）と中野渡喜代助氏（地区製材組合長）と三星実氏（十和田鉄
道常務）、専務理事兼事務局長に古川勘蔵氏（三本木商業協同組合専務
理事）が就任する。事務所を三本木商業協同組合内（三本木町大字三本
木字瀬戸山４番地）に置き、三本木町・十和田村・大深内村・六戸村・
下田村・百石町・三沢村の２町７ヶ村を区域に活動を始める。

・三本木警察署設置
・国営事業の一部として三本木
原開拓を着工
・三本木区検察庁設置

　定款に基き第１回の総会を開催。役員改選の結果、本多会頭、田中副
会頭、古川専務理事が再任され、新
たに杉本行雄氏と吉田金太郎氏が副
会頭に就任した。

・三本木農業高校火災
・稲生橋鉄筋架橋工事完工

・５月の太素祭を「春祭り」に、
９月の稲荷神社祭りを「秋祭り」
とする
・稲生川上水を記念して太素祭
を開催

・十和田鉄道が十和田観光電鉄
ＫＫと改称し、電車運行を開始

　渋沢家より寄贈された青渕会館（三本木字寺向48番地）に事務所移転。
　　　　　　　　　　　　　　　　　役員が総辞職し選挙の結果、杉本
　　　　　　　　　　　　　　　　行雄会頭が誕生、副会頭に吉田金太
　　　　　　　　　　　　　　　　郎氏と三浦常雄氏、専務理事に橘清
　　　　　　　　　　　　　　　　見氏が就任した。

・稲生橋から産馬通りまで国道
舗装完成

商工会議所法公布。 ・北園小学校開校

　商工会議所法により三本木市と十和田村を区域とする特殊法人三本木
商工会議所の組織変更が認可される。
　初の試みとして秋の大祭で商工会
議所企画の太素行列を実施。

・三本木町が藤坂村・四和村・
大深内村と合併して三本木市と
なり、後に四和村と吸収合併

　任期満了による役員改選で、会
頭に水野陳好氏が就任したが10月
に辞任。臨時議員総会で田中静一
氏が会頭に選任される。
　三本木市商工業者を紹介した
「十和田観光三本木商工名鑑」を発刊。
　市名変更に伴い三本木商工会議所を十和田商工会議所と改称。

・三本木市を十和田市と改称

・十和田市消防本部開庁
・十和田青年会議所発足

昭和24年頃の太素祭

渋沢家が寄贈した青渕会館

第１回太素行列
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マル経（小規模事業者経営改善資金融
資制度）の融資利率は年2.25％です。

（平成20年７月11日現在）

融資対象 商業・サービス業の場合
　　　　常時雇用が５人以下
製造業・建設業等の場合
　　　　常時雇用が20人以下

申し込みは当所（　24-1111）相談所

融 資 利 率 情 報

マル経の金利は
年2.25％

融資限度 ①運転資金②設備資金に対し

て最高1，000万円

返済期間 ①運転資金→５年以内
②設備資金→７年以内

南商店街

8月2日～16日

8月5日（火）・6日（水）　17：30～

夏だ!!絵馬行灯祭り
南商店街ビアガーデン

ビール券
（ビール２杯・つまみ） 1，000円

好評発売中！

中央商店街

8月2日～16日

8月8日（金）・9日（土）　17：00～

ちょうちん祭り

六丁目商店街

8月2日～16日
活彩六丁目七夕祭り

七・八丁目商店街

8月2日～16日
風鈴・七夕まつり

BONおどりフェスタ

1，000円
抽選券付チケット
好評発売中！

ＴＣＣＩ
Towada
Chamber of
Commerce ＆
Industry 十和田商工会議所からのお知らせ

　雇用支援制度導入奨励金とは、
事業主がトライアル雇用により
雇用した労働者又はステップア
ップ雇用により雇用した労働者
を常用雇用へ移行し、その労働
者の就業が容易になるような一
定の雇用環境の改善措置等を実
施した場合に30万円を支給し、
要支援者や就職困難者の就職を
促進することを目的としていま
す。
　受給できる事業主は次の全て
に該当する事業主です。
①トライアル雇用求人又はステ
ップアップ雇用求人を提出した
事業主
②試行雇用奨励金又はステップ
アップ雇用奨励金の支給対象事
業主
③試行雇用労働者又はステップ
アップ労働者を、常用雇用へ移
行し、雇用保険の被保険者とし
て雇用した事業主
④常用雇用へ移行するまでの間

に、就労・就職が容易になるよう
雇用環境の改善措置等を行った
事業主
⑤④の措置の実施状況等を明ら
かにする書類を整備していること
※赤部分が改正箇所
【お問合せ先】
青森県地域労使就職支援機構
〒030-0801　青森市新町２丁目８
番26号　県火災共済会館４階
TEL：017-721-1007
http://www.aomori-shien.com/

　最低賃金法は、最低賃金の決
定基準や罰金の上限額、派遣労
働者への適用関係などについて
大きな改正が行われ、７月１日
から施行されました。改正され
たポイントは次のとおりです。
１．地域別最低賃金額を下回る
賃金を支払った場合の罰金額の
上限が２万円から50万円に引き
上げられました。
２．産業別最低賃金額を下回る
賃金を支払った場合の罰則の規

定が変わりました。
３．最低賃金の適用除外規定が
廃止され、減額特例となりました。
４．派遣労働者には、派遣先の
地域別（産業別）最低賃金が適
用されることとなりました。
５．最低賃金額の表示単価は、
時間額のみの表示となります。
※詳しい内容については、厚生
労働省ＨＰ（http://www.mhlw.go.jp/）
にてご確認下さい。
【お問合せ先】
　最寄りの労働局基準監督署ま
たは青森労働局労働基準部賃金
室（TEL：017-734-4114）まで

雇用支援制度導入
奨励金が一部改正

案内

議員職務執行者変更

丸運十和田運送㈱
代表取締役専務

関　　　敏　夫 氏
せき と し お

最低賃金法が
変わりました

案内
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毎週火曜日　当所２階
午後１時～４時
青森県弁護士会

十和田法律相談センター

つ ぶや きつ ぶや き

日月 曜 行　 　事　 　名

　私の休日の楽しみは家族との温泉です。日曜の朝、息子に「今日、温泉
いくか～」と言えば喜んで温泉や銭湯に行きたがります。お昼前にドラ
イブがてら温泉に行きサッパリとしてから昼食をとり、そして午後はの
んびりと、お金がかからないリフレッシュの方法です。
　意外な話ですが、青森県は人口10万人当たりの一般公衆浴場の数が25.3
件と全国１位です。銭湯や温泉の利用が生活に根付いている地域なのです。
そんな地域にもとうとう入浴料金の値上げの気運が高まっています。こ
の頃は原油高騰による値上げラッシュですが、温泉や公衆浴場も例外で
はなく、重油の高騰は銭湯にとっては大きな打撃であり、いたしかた無
い面もあろうが、やはり値上げは利用者数の低下を招き、結果、利益が
減少する結果を招く事になる気がしてならない。値上げの恩恵（利益ア
ップ）を受けるのは、利用者が多く、設備が充実した一部の銭湯だけで、
利用者がもともと少ない古い施設の銭湯は、さらなる利用者の減少を生み、
結果、業界内の利益の格差を広げる結果となるだろう。。。というのが
私の予想です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ）

検定試験情報

定例金融相談

法 律 相 談

販売士検定（２級）
　検  定  日：10／１
　申込受付：８／15～９／８
そろばん検定
　（１～３級・準級・下級・暗算）
　検  定  日：10／26
　申込受付：８／25～９／19

　当所では、国民生活金融公
庫の定例金融相談日を開設し
ています。相談の希望の方は、
事前にお申込み下さい。
◎相談日時 8月21日（木）

午前10時30分～12時まで
申込先／当所相談所

TEL24 ─ 1 1 1 1

相談申込先（事前予約）
　TEL 017ー777ー7285
　青森県弁護士会

協力：のびのびマンガ教室（十和田）
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第３回常議員会

活性化アドバイザー指導日

活性化アドバイザー指導日

議員視察研修旅行（高知県・徳島県　～11日）

北里大学生受入れ支援事業（～10日）

暴力追放推進協議会理事会・総会

十和田市夏まつり花火大会

第57回選抜高校相撲十和田大会

第43回全日本大学選抜相撲十和田大会

灯ろう流し

活性化アドバイザー指導日

第１回臨時議員総会

日本銀行青森支店長講演会

活性化アドバイザー指導日

東北経済連合会青森地区懇談会

市民ふれあいホール利用者会議

十和田警察官友の会ゴルフコンペ

会議所カレンダー8 9AUGUST SEPTEMBER
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今月のショーウインドー今月のショーウインドー
　真白な壁と白樺の緑、ぬくもりと優しさがあふ
れ、南仏の民家を想わせる隠れ家的オアシス「シ
ェルクレール」。それとは対照的に大正ロマンを
イメージし、ブナの木や京都の真竹が安らぎと癒
しを与えてくれる和風テイストな「楽山」。実は
どちらも美容室で、しっとり落ち着いた空間で、
自分にあったヘアスタイルと有意義なひと時を提
供してくれる場所である。

目指すはパーフェクトヘアデザイン！！

　「素材美」「造形美」「色彩美」。当店ではこの３つの『美』を常に追
求し、お客様にあったヘアスタイルを演出したいと考えております。髪質
も十人十色、ひとりひとりの個性にあった３つの『美』を提案していくこ
とで、お客様がもつ美しさを引き出していきたいと思っております。また、
パーマやカラーは髪を傷めると思われがちですが、当店では特殊な技術を
使い、髪を傷めることなく、むしろトリートメントしたかのようなツヤツ
ヤな髪に仕上がります。あなただけのパーフェクトヘアデザインで周囲の
目をくぎづけにしましょう！！

ＵＲＬ　http://www.cielclair.net

■HAIR BOUTIQUE CIEL CLAIR
場　所　西一番町13-26
ＴＥＬ　24-3901
営　業　10：00～20：00

■HAIR GALLERY 楽山
場　所　西四番町14-4
ＴＥＬ　25-6760
営　業　9：00～19：00

CIEL CLAIR

スーパー
カケモ
切田通り店

三本木商事

おしゃれサロン
タキサワ

川上総合
学習スクール

福田建築

苫米地教材社

田清浅坂商店

竹島整骨院

理念寺
青森食品

十和田市夏まつり

第51回 花火大会第51回 花火大会
に伴う立入禁止区域及び交通規制のお知らせ

■規制日時

雨天の場合は翌日15日（金）に順延
（人出の状況により規制時間を変更することがあります）

８月14日（木）　午後５時30分～午後９時

■お問い合せ先　（社）十和田市観光協会　TEL. ２４-３００６

十和田商工会議所

生命共済制度
福祉団体定期保険＋見舞金・祝金制度

生命共済はここが魅力！
　　■割安な掛金で幅広い保障！
　　■業務上・外を問わず24時間保障！
　　■会議所独自の見舞金・祝金制度！
　　■配当金で実質負担軽減！

平成19年度配当金は

19.2％に確定しました

ご加入の事業所には、８月８日（金）にご指定の
口座へ振込みいたします。

■生命共済制度に関するお問合せは

十和田商工会議所総務課　　　　℡24- 1 1 1 1
（引受保険会社）

アクサ生命保険㈱十和田営業所　℡24-2624

テニスコート

テニスコート

三本木中学校

駐車場

十和田市立
中央病院 中央病院

本　館
十和田
市役所

駐車場 東北電力
十和田営業所

歩行者天国

立ち入り禁止区域

車 輌 通 行 禁 止

（午後6時～午後9時）

（午後5時30分～午後9時）

市立三本木
中学校
グランド

臨時駐車場

花火
打場
場所


