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４　会員限定の商取引支援サイト　ザ・ビジネスモール活用のススメ
３　〈この人に聞く〉　㈲タイヤガーデン十和田　代表取締役　石田朋也さん
５　低利の融資で企業の金融を円滑化　十和田市中小企業等融資制度のご案内
６　〈快進撃企業に学べ〉　障がい者に働く喜び・幸せを届ける「マエカワケアサービス」
７　第１回通常議員総会を開催
７　新入会員インフォメーション
８　女性会インフォメーション　春まつりなべっこだんご提供事業
９　商工会議所福祉制度キャンペーンのお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　サン・ロイヤルとわだ
12　〈きらめけっ未来の主役〉　㈱ランドプラニング　勝山真弥さん

市内は八斗沢・十美丘の谷間をへだてた

一番高い田んぼから南八甲田が見える。残雪が美しい。

青田風一切清浄無我無心　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

４　 ５ 
・十和田税務署管

内青色申告会連
合会定時総会

６ 
・上十三地区商工

会連絡協議会総
会

７
・十和田珠算連盟定

時総会
・青森県雇用対策協

議会理事会・通常
総会

・「あおもり10市大
祭典in十和田」秋
まつり町内会等連
絡会議

８
・議員研修（～10

日 北海道方面)
・定例金融相談
・創業相談

９ 10

11
・第146回簿記検

定試験

12
・第１回経営指導

員等研修会
（～13日）

13
・青森県商工会議

所連合会役員会
・総会・第66回
会員大会

14
・第56回十和田市

飲食業協会定時
総会

・青森県商工会議
所女性会連合会
総会黒石大会

15
・十和田市商店街

連合会総会

16
・青森県火災共済協

同組合総代会
・青森県社会保険委

員会連合会第１回
評議員会(総会)

・第１回小企業者記
帳指導協議会

17

18 19
・東北六県商工会

議所連合会共済
担当職員研修会
（～20日）

・年金委員・健康
保険委員全体研
修会

20
・建設部会第１回

役員会
・青森県南地区エ

ネルギー問題懇
談会役員会

21
・十和田警察官友

の会理事会
・第１回小規模事業

者経営改善資金推
薦団体連絡協議会
（～22日）

22
・創業相談
・十和田地域消防安

全管理協会定時総
会

・（公財）日本電信
電話ユーザ協会役
員会・通常総会

23
・社員教育セミナ

ー及び就職情報
交換会

24

25
・第120・210回珠

算検定試験

26
・新制度・外国人

技能実習生受入
れセミナー

27
・一日金融相談
・第17回青森県料理

飲食業生活衛生同
業組合十和田支部
定時総会

・新規高等学校卒業
者の雇用確保要請

28 29 30 7/1

２ ３
・東北六県商工会

議所連合会定期
総会

４ ５
・第２回とわだ七

夕ラリー

６ ７ ８

MAY JUN 会議所カレンダー６ ７

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

問題がまわりで起きた時に、問題がまわりで起きた時に、
すぐに解決することも大切だけど、すぐに解決することも大切だけど、

 
ただ見守ることがとても大切だと思う。ただ見守ることがとても大切だと思う。

どれだけ見守れるか。どれだけ見守れるか。

書道家　武田　双雲書道家　武田　双雲

武田　双雲／たけだ・そううん

　1975年熊本生まれ。東京理科大学を卒業後
ＮＴＴに就職、約３年後に書道家として独立。
ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平
泉」、世界一のスパコン「京」など数々の題字
を手がける。独自の世界観で全国で個展を開
催。作品集「たのしか」「絆」など著書は40
を超える。書道教室には約300人の門下生が
通う (2005年新規募集締め切り )。2013年度、
文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム～インドネシアにて活動するなど、
世界各国からさまざまなオファーを受ける。⇒ http://ameblo.jp/souun

58
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有限会社タイヤガーデン十和田
　代表取締役

 石
いしだ

田　朋
ともや

也さん（41歳）

お客様のことを第一に考え
フットワークを軽く

父の起業をきっかけに
　それまで歩んできた道とは異なる業種への転身を決

めたわけですが、“仕事は仕事”という感覚で迷いは

ありませんでした。１からの勉強も当然覚悟の上でし

たが、技術面もさることながら、一番苦労したのは、

トーク力や知識力を必要とする営業でした。４年ほど

前に代表となり、今は、責任の重さとの戦いです。

 

JC（青年会議所）からYEG（商工会議所青年部）へ
　JCでは、様々な活動を通して多くの仲間と出会え

たほか、物事を進める上での順序、組み立て方などを

学ぶことができ、自己成長できたと思います。卒業後

は、誘いの声をいただきYEGへ入会しました。今年

度は副専務理事として、年も近い竹達会長を盛り立て

るとともに、五所川原市で行われる東北ブロック大会

を県連全体で取り組み、こちらも盛り上げたいと思い

ます。

 
悔しい思いをいつか…
　学生時代はバスケ部で、高専の全国大会では優勝を

目指していましたが、志半ばで負けてしまいました。

その悔しさが忘れられず、今も市の社会人バスケに参

加してプレーしています。選手としてまだまだ頑張り

たいですし、子ども達の指導にも携わっていきたいで

す。あと、小学生の時から将棋もやっていて、昨年ア

マチュアの２段を取得しました。実はこちらも、小さ

い時なかなか強くなれなかった悔しさを引きずって今

に至る感じです（笑）。

 
伝統芸能の継承にも尽力
　藤坂上の地区には伝統芸能の駒踊りがあり、私も帰

郷してから活動に参加しています。地域の祭りなどで

披露するため、踊り手として練習したり、少年駒踊り

の指導に当たったりしています。少子化などにより人

数が減り続ける中で、普及活動にも取り組みながら伝

統を引き継いでいきたいと思います。

 

安全で快適なドライブをサポート
　繁忙時は、作業をこなすことについ力が入りがちに

なりますが、継続して頼りにしていただけるように、

いつでもお客様のためになることを第一としたサービ

スを心がけています。大型トラックやトラクターなど

作業現場からの要請も多いので、何かあったらすぐ駆

け付けられるようにフットワークを軽くし、安全で快

適なドライブ、円滑な作業といったカーライフ全体の

サポートに努めて参ります。

1975年十和田市生まれ。八戸工業高等専門学校土木工学科を卒業し、
関東にある建設会社に入社。2003年、父が「タイヤガーデン十和田」
を起業するに当たり、自身も手伝うことを決め帰郷した。’13年に代表
取締役に就任、現在に至る。十和田商工会議所青年部平成29年度副
専務理事。

代表取締役：石田 朋也
所　在　地：十和田市大字相坂字小林18-8
Ｔ　Ｅ　Ｌ：0176－22－5049　　Ｆ　Ａ　Ｘ：0176－22－5149
事 業 内 容：タイヤ販売・交換、カーライフのトータルサポート
Ｈ　　　Ｐ：http://tire-garden-towada.com/

事業所概要

Profi le
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ザ・ビジネスモール活用のススメ
　ザ・ビジネスモールは、商工会議所・商工会の会員企業のビジネスチャンスを拡大させ企業経営を支援する
ことを目的に設立された、日本全国の企業を応援する商取引支援サイトです。
　ユーザー登録（無料）していただくことで、自社をＰＲしたい、技術・強みを知ってもらいたい、ビジネス
パートナーを探したい、仕入先を見つけたい、複数の事業所から見積をもらいたい、販路を拡大したい等の思
いに役立つサービスを利用することができます。さぁ、ザ・ビジネスモールを始めましょう！

　ザ・ビジネスモールは、簡易なホームページとし
て利用することができます。自社のホームページを
つくりたかった、効果を試してみたいという事業所
にオススメです！

全国の商工会議所・商工会が共同で運営する「会員限定」の商取引支援サイト 会員限定

無料!

カンタンにホームページを開設することができます！ 無　料!

ホームページ活用例
十和田商工会議所会員

サンコー弁当さん

事業所名や所在地などの
基本情報に加え、商品や
サービスの写真・コメン
トを入れ込むだけのカン
タン操作でお店のPRが
できます！

ポイント

✓カンタン操作で商品・サービスをＰＲ！

✓企業情報の掲載により信頼度アップ！

✓イチから作る手間もコストもかからない！

✓既存の自社ホームページへのＵＲＬ登録で

　ＳＥＯ※にも効果的！

✓自社の認知度アップ！

✓商品・サービス情報は画像付きで最大10個

　登録可能！

※ SEO…検索エンジン最適化。Web サイトが検索結果でより多

　　　　 く露出されるための対策や手法

　このほか、自社PRを強化するためのホームページ開設サービス「BMプレミアム」や「BM テンポ」、厳選
した民間の IT サービスを割引価格で提供する「提携サービス」など、有料版のサービスもあり、様々な角度
から事業所の取り組みを支援します。是非、お役立てください。
　ご登録やご利用の際は、サポート・お手伝い致します。興味のある方、まずはお気軽にご連絡ください。

【お問合せ先】十和田商工会議所・広報係　TEL 0176-24-1111

ポイント

✔会員同士の広域取引が実現！

✔買い手も売り手もビジネスモールのメン

バー（会員事業所だけ）なので安心！

✔かんたん３ステップで商談（右記）！

✔取引先探しの時間と手間が省ける！

✔全国の事業所がビジネスパートナーに！

全国の会員事業所と商談ができるザ・商談モール 無　料!
　ザ・商談モールでは、欲しい商品や特殊加工依頼
などの買いたい案件を登録することで、複数の企業
から見積や提案を一斉に募集することができるの
で、効率よく、発注先・依頼先を探せます！

かんたん３ステップで商談

・提案内容で商談したい！詳細を聞きたい！（複数
社との商談もOK）

・商談に進まない（提案を見送る）場合は、ビジネ
スモールから先方へお知らせします。

写真を拡大

することも

○○を仕入れたい
△△加工してほしい

など

該当する売り手企業
に一斉メール配信

○円で卸せます

○日で加工可能

など

①発注依頼

③商談開始

②見積提案ザ・ビジネスモールザ・ビジネスモール
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平成29年度　十和田市中小企業等融資制度のご案内
　十和田市では、市内中小企業者の金融の円滑化を図るため、各種融資制度を設けています。本制度は、市が

貸付原資の一部を取扱金融機関に預託し、これに取扱金融機関が自己の資金を加え、信用保証協会の保証を付

して、市が定めた融資条件により中小起業者の方に融資が行われる仕組みとなっています。市が貸付原資の一

部を預託することにより、取扱金融機関の資金調達コストを引き下げ、低利の融資を実現しています。事業に

必要な運転資金や設備資金にどうぞご利用下さい。

※この他、日本政策金融公庫の貸付対象業種で、経営改善を行う小規模事業者を対象とする小規模事業者経営
改善資金融資制度（マル経）については、当初１年間の貸付利息のうち１％（市が 0.5％、商工会議所また
は商工会が 0.5％）を利子補給します。

 
◎取扱金融機関…青森銀行・みちのく銀行・青い森信用金庫・青森県信用組合の市内各支店、及び商工組合中

　　　　　　　央金庫八戸支店、秋田銀行大湯支店
◎融資相談窓口…十和田商工会議所（TEL 24-1111）、十和田湖商工会（TEL 72-2201）、青森県信用保証協

　　　　　　　会十和田支所（TEL 23-4331）
十和田市の融資制度に関するお問い合わせ…十和田市 観光商工部 商工労政課 (TEL51-6773） 

制度名 貸付対象 使途 貸付限度額 貸付期間
（据置可能期間）

貸付利率
（利子補給）

保証料補給額

十
　

和
　

田
　

市
　

融
　

資
　

制
　

度

簡易小口
資　　金

市内に主な事業所を有する中小
企業者で納税状況の良好な者

運転

設備
1,250万円以内

７年以内
（運転６月、設
備１年以内）

2.1％以内

全額
（保証料は、原
則0.45％～
1.90％）

活 性 化
資　　金

市内に主な事業所を有し、経営
の安定と事業の活性化のため、
資金を必要とする中小企業者
で、納税状況の良好な者

運転

設備
2,000万円以内

10年以内
（運転６月、設
備１年以内）

2.1％
設備資金に限
り（旧）中心
市街地活性化
基本計画域内
については３
年間全額補給

1/2
（保証料は、原
則0.45％～
1.90％）

長期経営
安定資金

市内に主な事業所を有し、納税
状況が良好な中小企業者で、次
のいずれかに該当する者
①不況等の影響により経営に支

障をきたしている者
②経営基盤の改善や強化のた

め、資金を必要とする者 

①
運転

②
運転
設備

1,000万円以内
10年以内

（運転６月、設
備１年以内）

2.6％以内

全額
（保証料は、原
則0.45％～
1.90％）

振興資金

1. 市内に主な事務所を有する組
合（事業協同組合、商工組合、
商店街振興組合等）及びその
組合に加入している商工業
者

2. 市外に主な事務所を有する組
合に加入し、市内に主な事業
所を有する商工業者（遊興、
娯楽、風俗営業を除く） 

運転

設備

3,000万円以内

（組合の転貸資金
は、１組合当たり
3,000万円以内、
共同設備資金は
１組合当たり１
億円以内）

運転
８年以内

（１年以内） 

設備
10年以内

（１年以内）

取扱金融機関
（商工組合中
央金庫）所定
利率

―

青
　

森
　

県
　

融
　

資
　

制
　

度

創　業 

未来を変える

挑戦資金　　

市内で新たに事業を開始しよう
とする者、又は事業を開始して
５年に満たない者で、個人事業
主の場合は、市内に住所を有す
る者、又は予定がある者、法人
の場合は、市内に法人登記があ
る者、又は予定がある者で納税
状況が良好な者

運転

設備
1,000万円以内 

運転
10年以内

（２年以内） 

設備
15年以内

（３年以内）

0.9％
県による保証
料の補給後の
保証料全額

空き店舗活
用チャレン
ジ融資　　

未来を変える

挑戦資金　　

市内の商店街等の空き店舗にお
いて開業する中小企業等で、地
域商店街等の活性化への取組と
して市の認定を受けた者で、市
内に主な事業所を有し、納税状
況が良好な者

運転

設備
１億円以内

運転
10年以内

（２年以内） 

設備
15年以内

（３年以内）

0.9％
（旧）中心市
街地活性化基
本計画区域内
については５
年間全額補給

1/2
（保証料は、原
則0.45％～
1.90％）



6　FRONTIER　2017.6

第14回
障がい者に働く喜び・幸せを届ける『マエカワケアサービス』

法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本光司
　神奈川県横須賀市に、株式会社マエカワケアサー
ビスという社名の、地域住民に優しい、良い企業が
ある。同社の主事業は福祉系である。これからます
ます必要かつ重要となるリハビリに特化した、デイ

サービスを中心とした訪問介護や整体学校を運営す
る。

　創業は今から16年前の2001
年、国立リハビリテーション
学院を卒業し、そこに10年間
勤務していた現社長の前川有
一朗氏が脱サラし、妻と２人
でスタートさせた。当初は治
療院を運営していたが、翌

2002年からは、より自分の専門性を生かせ、地域住
民のためになると考え、リハビリ専門のデイサービ
ス施設の運営に取り組んだ。
　「利用者の生活の中に希望と喜び、そして勇気を

与えること」を経営理念に高らかに掲げ、この15年
間、誠実に全社員一丸となって利他経営を実践して
きた。そうした努力と苦労が実り、現在では神奈川
県内に16カ所の介護施設を有するまでに成長発展し
ている。
　同社が顧客や地域社会から評価が高いのは、デイ
サービスの内容・レベルが抜きんでているだけでは
ない。サービスを提供するスタッフの採用におい
て、特別支援学校などを卒業しても就職先のあまり
ない、障がい者を積極的に雇用し、家族はもとより、

障がい者の働く喜び・働く幸せに大いに貢献してい

るからである。
　ちなみに社員は現在92人（正社員54人、非正規社
員38人）で、そのうち12人が障がいのある社員であ
る。加えて言えば12人のうち重度障がい者は10人で
あり、法定雇用率でカウントすれば22人、23.9％と

法定雇用率の２％をはるかに上回る。
　先日、前川社長から依頼され、同社の入社式と年
度初めの経営計画発表会に参加する機会を得た。記
念講演や経営計画発表会に先駆け、４月に入社した
新規学卒社員３人の入社式があった。驚くべきは３
人のうち２人が障がいのある新入社員であった。名
前が読み上げられると、３人の新入社員は、全社員
や新入社員の両親、さらには特別支援学校の先生た
ちからの温かい拍手で迎えられ、壇上に上がった。
　そして前川社長から激励のあいさつや辞令交付が
行われたが、その姿勢はまるで社員というより、新

しい家族を迎えるような態度と話の内容であった。
筆者が一番感動・感嘆・感銘したのは、前川社長が
車椅子の新入社員に辞令書を渡すときの姿勢であっ
た。背広姿の前川社長は、なんと両足の膝を壇上の

床につけ、新入社員に目線を合わせ、優しい言葉を

かけながら辞令書を渡したのである。その姿を間近
に見て、筆者は胸が
熱くなるとともに、
なぜ同社が隆々と成
長発展してきたかを
完璧に理解した。

著者プロフィール：1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授などを経て、2008年４月より法政大学大学院政

策創造研究科（地域づくり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長。他に、人を大切にする経営学会会長はじめ、国や

県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数兼務している。専門は中小企業経営論・地域経済論・産業論。著書

に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

　エコカー減税（自動車取得税・自動車重量税）、グリーン化特例（自動車税・軽自動車税）について、
燃費の向上に応じた対象の重点化を図った上で、２年間の延長。
 
◇エコカー減税について
　対象範囲を2020年度燃費基準の下で見直し、政策インセンティブ機能を強化した上で、２年間延長。実
施にあたっては、段階的に基準を引き上げるとともに、ガソリン車への配慮も行う。
 
◇グリーン化特例について…適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年分について特例措置が適用

税のこと vol.34　車体課税の見直し知っておく
べき

自動車税
2017.4.1～2019.3.31

電気自動車等 
▲75％

2020年度燃費基準 
＋30％達成

＋10％達成 ▲50％

2015年度燃費基準 ＋20％達成 ―

軽自動車税
2017.4.1～2019.3.31

電気自動車等 ▲75％

2020年度燃費基準   

＋30％達成 ▲50％

＋20％達成
▲25％

＋10％達成

　　　達成 ―
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事業所名
所在地 代表者名 部会
営業内容 TEL／HP

　十和田商工会議所では、随時会員を募集しております。業種、規模、個人、法人、本店、
支店を問わずご入会できます。お知り合いの事業所がありましたら是非ご紹介ください。ま
た、経営に関するお悩みなどお気軽にご相談ください。

【お問合せ先】十和田商工会議所　TEL 0176-24-1111

十和田商工会議所会員募集中

新入会員インフォメーション　　　　 会員数 1,203件（６月１日現在）

米内山　和正
十和田市大字三本木字稲吉15-326 米内山　和　正 理財・情報部会
広告制作、HP 制作、各種デザイン 0176-24-9292／http://yonac.sakura.ne.jp/

㈱上十コンサル
十和田市大字三本木字一本木沢133-10 戸　来　貴　洋 建設部会
測量、測量計画 0176-58-5951

葵 s
ソーエネ
o-ene.

十和田市西二十一番町8-15 高　橋　尚　子 厚生部会
ハウスクリーニング 090-6628-4130

スナック さくら
十和田市東二番町2-48ネギシビル２Ｆ 佐々木　美智子 観光交通部会
飲食業（スナック） 090-5838-3498

（一財）東北電気保安協会十和田事業所
十和田市元町西二丁目6-35 三　上　一　美 建設部会
電気の保安に関する業務 0176-23-5907／http://www.t-hoan.or.jp/

奥入瀬川鮭鱒増殖漁業協同組合
十和田市大字相坂字上鴨入144-3 中野渡　福　美 食品商業部会
水産業（鮭鱒増殖事業） 0176-23-3497

お菓子工房　菓
カノン
音

十和田市大字相坂字小林144-10 髙　村　正　之 食品商業部会
洋菓子製造小売 0176-58-0307／ザ・ビジネスモール（p4参照）で検索

サンクス十和田穂並町店
十和田市穂並町7-22 鳥　山　　　渡 食品商業部会
コンビニエンスストア 0176-21-1470

（特非）十和田NPO子どもセンター・ハピたの
十和田市稲生町16-43 中　沢　洋　子 観光交通部会
学童保育・コミュニティカフェ 0176-23-0853／http://www.hapitano.jp/

　当商工会議所では、５月30日に第 1回通常議員総会

を開催。平成28年度にかかる事業報告をはじめ、各会

計収支決算について審議し、全て原案通り承認された。

　総会開催に当たり石川会頭は、「会員事業所のより

よい環境づくりに向け、意見・要望活動、各種事業活

動を積極的に推し進め、計画通りに事業することがで

きた」と平成28年度を振り返り、「深刻化する人口減少、

労働人口流出の問題に向け労働環境の改善、企業の誘

致などの対策を強化しなければならない」と、今後取

り組むべき課題について考えを述べた。 平成28年度決算項目にかかる全６議案を審議

事業遂行の成果を基に、一丸となって新たな取組へ

平成29年度第１回通常議員総会
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女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん 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

　十和田商工会議所女性会の平成29年度第44回定時総

会が、５月23日、十和田シティホテルにおいて開催さ

れました。総会議案はスムーズに進み、全て承認され

ました。新入会員として、ササキスクリーン㈲の佐々

木栄子さん、㈱トワ・フィナンシャルサポートの升本

訓子さん、㈲ミウラ創建の三浦妙子さんの３名に入会

していただきました。

　総会開催に当たり、益川会長は「来年度行われる県

連総会十和田大会に向けていろいろ考えながら進めて

いくとともに、新入会員も迎えましたので、女性会も

いろいろな事業に積極的に取り組んでいきたい」と挨

拶。総会後の懇親会では、小山田市長より「十和田市

は女性の経営者が多い。市役所の職員も女性が多く

なっております。女性会のメンバーも女性経営者の中

　今年の春まつりでは、“満開の桜の下でなべっこだ

んご事業を”の想いがようやく実現しました。

　４月22日と23日の２日間満開の桜の下で、毎年恒例

の「なべっこだんご」を提供させていただきました。

桜の見頃と好天に恵まれたため、沢山の人出があり、

なべっこだんごの売り場前にも行列ができました。

　「皆様が待っていてくれている」と思うと、朝から

張り切っての仕事となりました。行列でもお客様をお

待たせしないようにと大わらわで作業しましたが、女

性会のメンバーは楽しんでやることができました。

　県外の方々からは、“なべっこだんごって何？”“お

しるこ？”などの質問があり、私たちは、“とりあえ

ず食べてみてください”と答えて召し上がっていただ

きました。だんごを作るところを見ては、“懐かしい”

“すごい”と声をかけていただきました。

　今年は、５月３日と４日の太素祭イベントにも出店

のひとりだと思いますので、女性の力や知恵を借りな

がら、十和田市をよりよい街へしていくことができた

らいいと思います」との挨拶をいただきました。また、

岩間副会頭からは、なべっこだんご提供事業を例年の

十和田市春まつりに加え、今年は太素祭イベントにも

出店したことに触れ、私たち女性会への労いとお祝い

の言葉を頂戴しました。その後、みちのく銀行十和田

支店の鈴木支店長より乾杯のご発声をいただき、懇親

会へ入りました。

　懇親会のゲームでは、沢山の笑いが弾けて、会場は

和服の華やかさ賑やかさに満ちていました。懇親会の

締めは、恒例の“三本木小唄”を輪になって踊り終了

しました。

　来年の青森県商工会議所女性会連合会総会十和田大

会を新しいメンバーとともに、良い大会にしていくこ

とができますよう、皆さんで協力して進めていきたい

と思います。

なべっこだんご提供事業
in春まつり

第44回定時総会を開催 新
年
度
の
ス
タ
ー
ト
に
向
け
益
川
会
長
が
挨
拶

三
本
木
小
唄
を
踊
っ
て
締
め
く
く
り

しました。これからも「美味しいなべっこだんご」と

して提供し続けて参りますので、“なべっこだんご”

の旗を見かけた際は、皆様どうぞ召し上がってくださ

いますよう宜しくお願い致します。

小山田市長にも美味しいなべっこだんごを食べていただきました
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Topics

【お問合せ先】十和田商工会議所共済係　TEL 0176－24－1111

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ
　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を４/17～６/30に実施いた
します。本キャンペーンは、『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、
会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的としています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備金他、入院・
介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非
ご協力いただきますようお願い申しあげます。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびア

クサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

2017十和田納涼まつり
開催日　７月28日（金） 17:00～20:30

会　場　十和田商工会館

納涼まつりチケット　

 １枚1,500円（ビールなど飲み物２杯＆おつまみ２品）

　　販売場所　稲本商事㈱、クラージュ、（一社）十和

田市観光協会、上北農産加工㈱、奥入

瀬ろまんパーク、十和田商工会議所

【お問合せ先】十和田納涼まつり実行委員会
　　　　　　 （稲本商事㈱内）　TEL 0176-23-7251

近日発売

第２回とわだ七夕ラリー
昨年に続き夏のラリーを開催！

５軒のお店をハシゴして、豪華景品を当てよう

開催日　７月５日（水） 18:00～20:00 （受付17:00～）
受付・抽選会場　十和田商工会館

参加チケット　

 １枚3,000円　※なくなり次第販売終了
　　販売場所　十和田商工会議所、（一社）十和田市観

光協会、（一部）ラリー参加店

【お問合せ先】十和田市飲食業協会（十和田商工会議所内）
　　　　　　 TEL 0176-24-1111

販売中！

ー

　青森県における新規高卒者の就職状況は改善傾向にあ

るものの、依然として半数近くが県外に就職という状況

にある。県内企業の求人提出と採用選考の時期は他県よ

り遅く、本県の人口減少に歯止めをかけるためにも県内

就職の促進が重要であると考えられることから、５月23

日、青森労働局をはじめ、県や高等学校の関係者らが来

所し、未来の青森県を担う「人財」の確保に向け、来春

高校卒業予定者に対する採用活動の早期取組を要請した。

未来を担う「人財」確保に向けて
採用活動早期取組要請懇談会

早期採用活動を要請する青森労働局職業安定部の笠松和広部長

国や県の関係者もオブザーバーとして出席し開催された総会

　十和田市中心市街地活性化協議会では、５月26日に第

１回総会を開催。平成28年度の活動報告及び今年度の活

動計画について承認した。

　また会議では、市が今後の十和田市中心市街地活性化

基本計画について報告。第２期計画素案を今年度末まで

に策定し、国との協議・事業の調整を図った後、平成31

年度末の計画策定に向け、官民一体となって取り組んで

いきたいと説明した。

中心市街地活性化に向けて各種事業を展開
十和田市中心市街地活性化協議会総会
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お問合せ先　十和田商工会議所中小企業相談所　TEL24－1111

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

Information

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン

返済期間

●運転資金７年以内
●設備資金10年以内

政府系融資制度「マル経」情報

マル経の金利は

年１．１１％（平成29年5月17日現在）
融資対象

●十和田市内で１年以上継続して事業を行っていること
●常時雇用する従業員の数が、製造業・建設業等では

20人以下、商業・サービス業では５人以下（個人の家
族従業員・法人の役員は除く）の企業

●所得税・法人税・事業税・住民税・消費税等、納期限
の到来している税額をすべて完納していること

●従前（原則６ヶ月以前）から商工会議所の経営指導（相
談指導）を受けていること

商工会議所がお勧めする

無 担 保

無保証人

融資限度

最高2,000万円
1,500万円超の場合は

別に要件あり

　当商工会議所で開設している日本政策金融公庫の定
例金融相談の６月の日程は下記の通りです。相談ご希
望の方は、事前にお申込みをお願い致します（要予約）。
相談日時：６月８日（木）　10:30 ～ 12:00 

【お申込み先】十和田商工会議所中小企業相談所 TEL 0176-24-1111

簿　記（第146回１～３級）
　検 定 日 :６月11日（日)　
　※申込の受付は終了しました。
リテールマーケティング＜販売士＞（第80回２・３級）
　検 定 日 :７月８日（土）
　申込期間 :６月16日(金) まで
そろばん（第120・210回段位・１～３級）
　検 定 日 :６月25日（日）　
　※申込の受付は終了しました。

【お申込み先】十和田商工会議所検定係 TEL 0176-24-1111

次回日商検定試験（当所実施分）

定 例 金 融 相 談

（ ）

珠算1級満点合格おめでとうございます!

新舘 倖
こ こ な

幸和さん（小学６年・十和田珠算塾）

自信はなかったけど満点合格できてうれしい！

次の目標は東北大会に出場して入賞することです。

第209回珠算能力検定（2/12、日本商工会議所主催）

　厚生労働省では、「アルバイトの労働条件を確か
めよう！」キャンペーンを全国で実施中です。
≪学生アルバイトを雇うときは≫
①書面による労働条件の明示が必要です。
②学業とアルバイトが両立できるような勤務時間の

シフトを適切に設定しましょう。
③商品を強制的に購入させることはできません。ま

た、一方的にその代金を賃金から控除することも
できません。

詳しくは、
　◎ネットで検索（労働条件に関する総合情報サイト）

　
　◎電話で相談　「労働条件相談ほっとライン」

　　月～金:17:00～22:00
　　土・日:10:00～17:00

【お問合せ先】青森労働局雇用環境・均等室　TEL 017-734-4211

平成29年春の叙勲　受章おめでとうございます
十和田商工会議所会員関係分

旭日双光章
盛田　　健さん

（理容もりた）

生活衛生功労
元青森県理容生活衛生
同業組合理事長

瑞宝双光章
中沢　豊美さん

（中沢水道設備工業㈱）

消防功労
元十和田市消防団団長

確かめよう労働条件 検　索

0
フリーダイヤル　はい！　ろうどう

120－811－610



FRONTIER　2017.6　11

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

　見上げる桜はもうすっかり緑へ
姿を変えましたが、至る所で可憐
に咲く芝桜を見かけます。なんだ
か足元にある小さな幸せって感じ
ですね。
　たまに立ち止まって足元を、そ
う、足元をよく見ると、あっ…！

(tkr)

〔小さな幸せ〕

さわやか川柳

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

１枚写真館

つぶやき
　ランサムウェアなるパソコンウィルスが蔓延し世界的に被害が出ている。感染する
と、パソコンがロックされてしまい、使いたければ金銭を支払えと要求してくるらし
い。仮に支払ったとしても元に戻る保証はないため、一度パソコンを初期化するしか
方法がないという。
　また、インターネットバンキングにおけるパソコンウィルスによる不正送金につい
ても、2015年の被害額は過去最高の約30億円と巨額になったそうだ。2016年は金融機
関もセキュリティー対策に力を入れた結果、被害は減少したようであるが、まだまだ
誰でも被害者になり得る状況だ。
　パソコンをはじめとする情報機器の進化により、私たちの生活も仕事も便利になっ
たが、その裏には大きなリスクも隠れていることを認識して利用しなければならない。
まずは、定期的なバックアップを行うとともに、パソコンウィルスに感染しにくいよ
う、ウィンドウズや対策ソフトのアップデートを確認しよう。（T.O）

お知らせ

　本誌FRONTIERでは、読者

の皆様に役立つ情報提供に努め

ておりますが、掲載内容により、

発行日が前後する場合がありま

す。予めご了承ください。

当所広報係　TEL 24-1111

春うららちょっぴり歳を忘れたい 岡本かくら

　　みんなおんなじ思いです。

趣味よりもノルマに近くなって来る 小山田桂晴

　　趣味が高じて・・・。よくあることです。

平成はまもなく消える何残こそう 中村しげし

　　平成に変わったのがついこの前だったような気がします。

暇そうに見えた老後が忙しい 巻智津子

　　ますます元気で活躍してください。
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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

facebookH P

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.78Vol.78
この仕事を選んだ理由
　学生の時に測量を勉強したので、
その知識を活かしたいと思いまし
た。今は技師として、測量機械の操
作や写真撮影、データ整理などを
行っています。
 
正確な仕事を心がけて
　測量は、小さなミスでも誤差が大
きくなってしまいます。一つ一つの
手順を確認して正確な仕事を心がけ
るとともに、図面作成も先輩方から
どんどん技を盗みたいです。
 
一番のオペレーターに
　写真撮影にはドローンを使用しま
すが、最近導入したばかりなので、
一番若手の自分が一番うまく操縦で
きるようになりたいです！
 
直したいところ
　指示待ちではなく、自分で先の事
を考えてスムーズに作業を進められ

るようにしたいです。それに忘れ物
にも気を付けたいです。メモしても
見るのを忘れてしまうので…。
 
ＧＥＴしたい！
　休日はよく釣りをしますが、今
シーズン、友達は結構釣れているの
に、自分はまだ２匹しか釣った記憶
がないので、少し研究が必要です。
でも、魚だけではなく、一緒に行っ
てくれる彼女もGETしたいです！
 
そろそろ再開を
　バドミントンをずっとやっていま
したが、去年ケガをしてしまい、休
んでいるうちにお腹が出てきてしま
いました ( 笑 )。またケガすると大
変なので、トレーニングしてから再
開しようかなと思います。
 
資格取得を目指して　
　土木施工管理技士の試験に一発合
格できるように頑張ります！

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

このコーナーで紹介する“未来の主役”を募集中です。自薦・他薦は問いません。ご連絡は当所広報担当まで  TEL 0176-24-1111

株式会社
ランドプラニング

勝
か つ や ま

山　真
し ん や

弥  さん
（27歳）

サン・ロイヤルとわだ
が贈るスペシャルプラン

サマープラン2017
H29.7.1(Sat)～9.30(Sat)

ご予約・お問い合わせ
サン・ロイヤルとわだ
十和田市東三番町３７－７
ＴＥＬ　0176-23-２２６６
ＦＡＸ　0176-23-２６２７

十和田初上陸
アイルランド産クラフト生“キルケニー”
お一人様グラス１杯サービス
※２杯目からは有料となります。

楽しいひとときを季節のお料理とともに。
 

★カジュアルコース
 　 飲み放題120分付　お一人様 4,000円（税込）
  

★スタンダードコース
 　 飲み放題120分付　お一人様 5,000円（税込）
  

★スペシャルコース
 　 飲み放題120分付　お一人様 5,500円（税込）

サン・ロイヤルから皆様への特別サービス！

込）


