
十和田商工会議所 ホームページhttp://www.towada.or.jp　メールtowada@towada.or.jp

OWADAT RONTIER
信頼され　行動する　商工会議所

購読料は会費の中に含まれています。

Towada Chamber of Commerce & Industry
十和田商工会議所会報『フロンティア』

F

　4　令和元年度第２回通常議員総会　令和２年度事業計画を承認
　3　〈この人に聞く〉　㈱小川鉄工　代表取締役　小川 亮さん
　5　新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
　6　〈快進撃企業に学べ〉　匠の技を駆使して地方で頑張る「株式会社山下工業所」
　7　令和２年度日商検定試験日程
　8　青年部インフォメーション・女性会インフォメーション
12　〈今月のショーウィンドー〉　十和田燐寸軸木㈱
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　㈲力石測研　木村享蓉さん

令和２年４月５日発行 第309号（毎月1回5日発行）

この道の先の方にＳ33年９月に建立された上水記念碑がある。「上水垂幸」農林大臣 三浦 一雄─とある。

上水のスタート地点草青む　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

　　　
 

　　　
 

　　　
 

　　　
 

　　　
定例金融相談
創業相談
女性会三役会

　　　
第１回マル経審

査会

　　　
十和田ロータリー

クラブ創立60周年
記念式典

　　　
 

　　　
経営計画作成個

別相談会

　　　
　

　　　
 

　　　
　

　　　
三本木小唄普及

委員会役員会

　　　
　

　　　
 

　　　
 

　　　
青年部通常総会

　　　
 

　　　
定例金融相談
創業相談

　　　
三本木小唄普及

委員会総会
新渡戸友好都市

交流委員会総会

　　　
 

　　　
 

　　　
 

　　　
　

　昭和の日  　　　
　

　　　
　

　　　
 

　憲法記念日  　みどりの日  　こどもの日  　振替休日 　　　
 

　　　
 

　　　
 

APR MAY 会議所カレンダー

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

４ ５

努力は、努力は、
心から楽しめれば苦ではない。心から楽しめれば苦ではない。

 最高の遊びとなる。 最高の遊びとなる。

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。東京理科大学卒業後、ＮＴＴ入社。書道家
として独立後はＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や
世界遺産「平泉」などの題字を手掛け、講演活
動やメディア出演も多数。数年前より身体に優
しいオーガニック食材や発酵食品を使った店舗
のプロデュースを手掛け、湘南に「CHIKYU 
FARM TO TABLE」、浅草に姉妹店「MISOJYU」をオープン。2019年元号
改元に際し、「令和」の記念切手に書を提供。ベストセラーの『ポジティブ
の教科書』や、『波に乗る力』（日本文芸社）など著書も多数出版。書作品
のみならず、現代アートを主とした個展を国内外にて開催。
公式ブログ「書の力」　http://ameblo.jp/souun/
公式サイト　http://www.souun.net/、感謝６９　http://kansha69.com/
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　４月20日より開催を予定しておりました「十和田市春まつり」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点

から、来場者や関係者、すべての皆様の健康と安全を 優先に考慮し、中止することに決定いたしました。詳し

くは、当所ホームページをご確認ください。

【お問合せ先】十和田商工会議所 TEL 0176-24-1111　ホームページ http://www.towada.or.jp/

十和田市春まつり中止のお知らせ令和２年度 稲生川上水162周年
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株式会社  小川鉄工
代表取締役

 小
おがわ

川　亮
まこと

さん（53歳）

健康経営と人財育成で
より良い会社に

この仕事を選んだ理由
　父が、鉄工業を営んでいたことから、自然とこの仕

事をすることになりました。東京で、鉄工業の会社で

働いた後、父の会社に入社。入社当時は、農業機械の

修理や小さな仕事が多かったのですが、このままでは

事業を続けていけないと思い試行錯誤しました。

 

大変だったことは
　この会社に入社し、事業の転換をしていた時期です。

設備を整えたり、ほとんど１からのスタートでした。

建築関係の仕事を増やそうと思い、２級建築士を取得。

その４年後には１級建築士を取得しました。他にも１

級建築施工管理技士や１級鉄工技能士など様々な資格

を取得しましたが、唯一、宅建の資格だけは取得でき

ませんでした。３年連続で１点差で不合格してしまい、

さすがに諦めました（笑）。今でも宅建の資格を持っ

た人を見ると、負けたなという気持ちになります（笑）。

 

強みは
　我が社の特徴としては、特殊な物件の取り扱いが多

くなっています。主なもので、全国各地の水処理プラ

ントの設備工事など、難度の高い複雑な物件を施工し

ております。

 

健康経営優良法人認定について
　自主的に社員の健康などを考え、すでに取り組んで

いることもあったのですが、ちょうど健康経営認定制

度のお話が来たのでやってみることになりました。実

際に取り組んでみると、自分たちが知らなかった社員

の率直な気持ちや感覚などを知るきっかけになり、取

り組んでみて良かったと思いました。そして、３月に

無事、登録もすることが出来ました。会社の財産であ

る社員のためにも健康経営に取り組んでいきたいと

思っております。

　

今後の目標
　人財育成に力を入れていきたいと思っています。技

術を若い世代に継いでいくのはもちろんですが、社員

にいろいろな資格や知識を身に着けてもらえるよう応

援していきたいと考えています。そのためにも若い社

員を積極的に雇用して、社員と共に会社も成長してい

ければと思っています。

1966年十和田市生まれ。十和田工業高校卒業後、東京の鉄工関係

の会社に就職。1992年に父が代表を務める小川鉄工所に入社。

2008年に法人化し、株式会社小川鉄工を設立と同時に代表取締役

に就任し、現在に至る。

代表取締役：小川　亮

所 在 地　：十和田市三本木字西小稲159-5

Ｔ Ｅ Ｌ　：0176-22-7229　　　ＦＡＸ：0176-22-7229

会社概要

プロフィール
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Ⅰ．意見活動　行政等関係機関に対する要望活動

　Ａ．産業基盤の整備及び地域開発事業の推進　道路整備や観光資源整備、産業振興に関する要望

　Ｂ．地域経済活性化対策の推進　公共施設・公共工事の整備、安全安心なまちづくりの促進に関する要望

　Ｃ．商工業・サービス業振興対策の推進　各種事業やイベント等への支援に関する要望

Ⅱ．事業活動　地域経済活性化に向けた日々の取組

　Ａ．中心市街地活性化協議会の事業・運営　ソフト事業の実施・支援、㈱まちづくり十和田への支援等

　Ｂ．ＩＴ対応への啓発と学習推進　インターネットを通じた情報受発信の推進、支援サイトの利用促進等

　Ｃ．地域経済振興事業　地域経済の活性化と住みよいまちづくりに向けた環境づくりの促進や調査研究等

　Ｄ．人材育成・雇用対策事業　雇用に関する学校と企業との懇談機会の確保、労務改善対策の調査研究等

　Ｅ．商工技術教育振興事業　簿記、珠算、リテールマーケティング（販売士）等検定試験の実施

　Ｆ．経営改善普及事業　経営に関する窓口相談・巡回指導、金融指導、講習会・研修会の開催、青年部・女性会の運営等

　Ｇ．調査広報公聴事業　会議所広報FRONTIERの定期発行、初任給調査等

　Ｈ．会員サービス・運営強化事業　共済制度の推進、会員親睦事業の開催、会員増強運動の展開等

　Ｉ．部会・委員会事業　当所７部会の開催、合同部会の開催、当所９対策委員会の開催

　Ｊ．観光振興事業　まつり・イベント各種の開催・支援等

　Ｋ．関係団体・事務委託団体の運営　14 団体の事務局運営

令和２年度事業計画を決議
令和元年度第２回通常議員総会

令和２年度　事業基本方針の概要

令和２年度の主な事業計画

　十和田商工会議所では、新年度に向けた予算総会に

あたる令和元年度第２回通常議員総会を３月30日に開

催。令和２年度の予算・計画にかかる議案全６件につ

いて審議を行い、全て原案通りに承認された。各地に

多大な影響を及ぼしている新型コロナウイルスに対し

事態に即した対応を図りながら、計画に基づき事業を

推進していく。

　令和２年を迎え、時代は平成から令和へ完全に切り替わろうとしています。今年の経済展望を見てみると、世

界経済はアメリカの大統領選挙までは現状を維持するものと思われ、日本経済においても現政権中は安定が続く

のではないかとの見方ですが、経済刺激効果が期待された東京オリンピック・パラリンピックが延期を余儀なく

されるなど、新型コロナウイルスによる影響が経済にも大きな不安をもたらす未曾有の事態となっています。

　青森県においては、人口減少対策を前面に打ち出した、「経済を回す」視点を重視した多様な仕事の創出、産

業の収益性・生産性の向上を目指す予算組となっています。一方、十和田市では、公共施設の老朽化対策や子育

て支援、中心市街地活性化、産業振興、教育環境の整備を柱に２８の新規事業を盛り込むなど、４年連続で過去

大を更新する積極型予算となっています。

　そのような中で十和田商工会議所は、中心市街地の賑わい創出や観光事業・交流事業の推進等、活気溢れる商

工業の再興と住みよいまちづくりに向け、行政等関係機関との連携を密に図りながら、意見活動や事業活動等さ

まざまな活動を展開し、会員の皆様の期待に応えていきたいと考えています。

援等

等
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金利引下げなし金利▲0.9引下げ　

　十和田商工会議所では、今般の新型コロナウイルスの感染拡大による事業への影響を踏まえ、「新型コロナ

ウイルスに関する経営相談窓口」を開設しております。新型コロナウイルスに関連する資金繰りや融資等のご

相談は、お気軽に十和田商工会議所中小企業相談所（TEL 0176-24-1111）までご連絡ください。

〈資金繰り支援策〉

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

①セーフティネット保証４号・５号
一般保証とは別枠（ 大2.8億円）で保証。４号は

全国47都道府県を対象地域に100％保証、５号は影

響を受けている業種（宿泊業、飲食業などを追加

指定し587業種）を対象に80％保証。

③新型コロナウイルス感染症特別貸付
④危機対応融資
金利当初３年▲0.9％引下げ

⑧青森県特別保証融資制度　経営安定化サポート資金「災害枠」
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響を受けている中小企業者

※取扱機関は、①②信用保証協会、③⑦日本政策金融公庫、④商工中金、⑥商工会議所、⑧青森県
　　　　　　　⑤具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中小企業庁等ＨＰで公表予定です。

⑦セーフティネット貸付
基準金利

また、小規模事業者※であれば、

⑥マル経融資
を活用し、特例措置として別枠で

大1000万円まで、金利当初３年

▲0.9％引き下げることが可能。
※商工会議所・商工会の経営指導を受けること

が条件

⑤特別利子補給制度
特別貸付を利用した事業者を対象

に借入後当初３年間の利子補給

信用保証

融　　資

一般保証枠（2.8億円）

実質無利子融資　

セーフティネット保証枠（2.8億円） 危機関連保証枠（2.8億円）＋ ＋

※保証枠とは、制度上の保証限度額の
ことです。

４号：100％保証（全都道府県）
５号：80％保証（指定業種）
別枠（2.8億円）は共有

危機関連保証：100％保証
　　　　　　　（全国・全業種）

〈経営環境の整備〉
　労働者が安心して働くことができる環境整備のため、雇用調整助成金の特例措置やテレワーク導入に対する

助成金など、さまざまな支援策が追加・拡充されています。これらの支援策をご活用いただき、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止と、労働者の休みやすい環境整備にご協力をお願いします。

上記のほかにも新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に向けた各種支援策があり、

新情報も随時更新されておりますので、経済産業省のＨＰの特設ページもご確認ください。

（記載内容は令和２年３月31日時点の情報です）

経営に関するお悩み、お困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください。
十和田商工会議所中小企業相談所　TEL 0176-24-1111

【対象要件】

要件を緩和し、売上高等の要

件はなし

【対象要件】　売上高▲５％以上減少
　　　　　　※個人事業主（フリーランスを含み、小規模に限る）については、柔軟に対応

【対象要件】
個人事業主（小規模）：要件なし
小規模（法人）：売上高▲15％減
中小企業：売上高▲20％減

②危機関連保証
セーフティネット保証とは、さらに別枠（2.8億円）

で、全国・全業種 を対象に100％保証。
※一部保証対象外の業種があります。

※

＋
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　新幹線徳山駅からＪＲ山陽本線に乗り換え、８分ほ

どで下松という駅に着く。そこから車で約８分走ると

現れる海岸沿いの工業団地の一角に、株式会社山下工

業所という中小企業がある。

　同社の主事業は、金属部品の板金加工で、社員数は

40人である。金属の板材を切ったり、曲げたり、溶接

したりする金属板金業かと思われそうだが、同社の実

態は、全国各地にあるこうした企業とは全く違う。極

端に言えば、同社は日本に１社しかない高度な匠の技

を持った板金加工業者である。

　このことは、具体的に同

社が製造している製品を

挙げれば、多くの人が納得

するに違いない。それは、新幹線に関する代表的製品

で新幹線の先端部分、業界用語で「おでこ」と呼ばれ

る流線形の部位である。製造は、全て「打ち出し板金」

と呼ばれる匠の技を駆使して行われ、職人が手作業で

あの形状をつくり上げている。私たちが日常的に見て

いる、あの特殊な形状の「おでこ」は、かなりの数が

片田舎の社員数わずか40人ほどの中小企業で製造さ

れているのである。

　同社の創業は東海道新幹線開業前年の1963年。現社

長の山下竜登氏の父が、結婚を機に、それまで職人と

して出入りしていた日立製作所の鉄道車両工場から

独立してスタートした。よほど高度な加工技術があっ

たと思われ、独立創業の際には、日立製作所から全面

的な支援を受けている。

　以来、日立製作所と協力・共同して各種車両の一部

を製造しているが、新幹線に限ってみると、この 57

年間に製造した「おでこ」は18種、約420両に上ると

いう。

　先日、機会があって、同社を訪問させていただいた

折、ショールームを見せていただいた。同社の熟練職

人が求人用ＰＲのために手づくりしたアルミ合金製の

バイオリンやチェロなどの作品は圧巻であった。まさ

に、匠の技と“楽しい”が一体となった工場であった。

　２代目の山下社長に、多くのものづくり中小企業が

悩んでいる人材の確保や定着について質問もした。現

在いる40人の社員の年齢は、70代が４人、60代が６人、

50代が６人、40代が９人、30代が５人、20代が７人、

そして10代が３人で、実にバランスがとれている。社

長は、アルミ弦楽器などの作品づくりを通して「打ち

出し板金」の技の知名度が上がったことで、

職人志望の若者をどうにか集められるように

なった、と答えてくれた。

　ちなみに、下松市は全国的にも珍しい「鉄道車両生

産のまち」として勢いづいていることもあり、山口県

で唯一の人口増加都市である。

坂本 光司／さかもと・こうじ：人を大切にする経営学会会長。1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授、

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などを歴任。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。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。

匠の技を駆使して地方で頑張る『株式会社山下工業所』
人を大切にする経営学会　会長　坂本光司

税のこと
知っておく

べき 令和２年度
税制改正② NISA（少額投資非課税）制度の見直し・延長

　経済成長に必要な成長資金の供給を促すとともに、人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形
成を支援していく観点から、NISA制度について見直しと延長を図る。
○つみたてNISAを５年延長（令和５年まで20年の積立期間を確保）、ジュニアNISAは令和５年末で終了。
○一般NISAについては、原則として１階で積立投資を行っている場合には２階で別枠の非課税投資を可
能とする２階建ての制度に見直した上で、５年延長。

※高レバレッジ投資信託など、一定の商品・取引について投資対象から除外

る。

新NISA（仮称）　 　つみたてNISA

年間の
投資上限額

２階　102万円
１階　 20万円

原則として、１階での投資を行った者が
２階での投資を行うことができる

40万円

非課税
期間

２階　５年間
１階　５年間

１階部分は終了後に
「つみたてNISA」への移行可能

20年間

口座開設
可能期間

令和６年～令和10年まで
（５年間措置）

令和24年まで
（５年間延長）

投資対象
商品

２階　上場株式・公募株式投資信託等※

１階　つみたてNISAと同様
例外として、何らかの投資経験者が２階
で上場株式のみに投資を行う場合には、
１階での投資を必要としない

積立・分散投資に適した
一定の公募株式投資信託等









いずれかを選択
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トピックス

　新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け、県
連では３月10日、県に対する中小企業支援等の緊急要
望を実施。三村知事は、スピード感を持って感染拡大
防止と金融対策・雇用対策等に努めると明言した。

県に対する県連緊急要望
三
村
知
事
に
要
望
書
を
手
渡
す
若
井
県
連
会
長

　入社２年目までの社員を対象に、３月16日・17日に
開催。ビジネスマナーインストラクターの石岡知華氏
が講師を務め、実践を通してビジネスマナーや接客応
対の方法などを伝えた。

新入社員研修

十和田市街地循環バス・西地区シャトルバス
を本格運行しています

名
刺
交
換
の
練
習
を
す
る
受
講
生
た
ち

　中小企業診断士の山田貴弘氏を講師に招き、３月27
日に開催。小規模事業者持続化補助金の活用に向けた
経営計画の策定方法について、解説・アドバイスを行っ
た。

経営計画作成支援セミナー

山
田
氏
が
講
師
を
務
め
た
セ
ミ
ナ
ー

2020年2020年度 日商検定試験のご案内度 日商検定試験のご案内（十和田商工会議所実施分）（十和田商工会議所実施分）

検定試験名 級 回 施 行 日 受 付 期 間

簿　記

１～３級 155 ６月14日（日） ４月６日（月）～ ５月15日（金）

１～３級 156 11月15日（日） ９月７日（月）～ 10月16日（金）

２・３級 157 2021年２月28日（日） 12月21日（月）～2021年１月29日（金）

リテール
マーケティング
（販売士）

２・３級 86 ７月11日（土） ５月11日（月）～ ６月19日（金）

１～３級 87 2021年２月17日（水） 12月14日（月）～2021年１月22日（金）

珠算
（そろばん）

段位・
１～３級

219（段位129） ６月28日（日） ４月20日（月）～ ５月28日（木）

220（段位130） 10月25日（日） ８月17日（月）～ ９月24日（木）

221（段位131） 2021年２月14日（日） 12月７日（月）～2021年１月14日（木）

【お問合せ先】十和田商工会議所検定係 TEL 0176-24-1111

ャトル ス

運行開始　４月１日（水）から
※４月、５月は毎日運行。６月以降の運休日は、広報

とわだや市ホームページで随時お知らせします。

運　賃　１回の乗車につき100円（未就学児は無料）
　　　　但し、体験乗車期間として４月、５月は無料

コース　十和田市街地循環バス
十和田市中央バス停発着の北地区（金崎団地や
元町西など）・東地区（東番町や東病院など）・
南地区（穂並町や西番町など）を循環するコース

　　　　西地区シャトルバス
法量バス停と十和田市中央バス停を結ぶコース

市役所や十和田市中央バス停などにパンフレット
を配置しています。

【お問合せ先】
十和田市政策財政課　TEL 0176-51-6710
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会員募集中　　●年齢50歳まで　●年会費 18,000円
詳しくは、十和田商工会議所青年部事務局 0176-24-1111青年部INFORMATION

　卒業旅行を兼ねて日本YEG全国大会に参加させてい
ただきました。私は平成25年度に日本YEGに出向した
ことがあり、ここに来るメンバーは、YEGブランドを
創っていこうと志の高い人が多いので、その出会いにワ
クワクしました。出向当時の仲間との昼食時に、会員総
会で日本YEG会長が語っていた政策提言の話で熱くな
りました。
　分科会はビジネス交流会に参加しました。医療・介護・
福祉に参加しましたが、建物は借りて介護施設の運営だ
けに特化している経営者の方がいて、参加者は皆驚き「介
護の星野リゾートだ」と盛り上がりました。イノベーショ
ンの匂いがいっぱいするとても楽しい分科会でした。
　大懇親会は、SHOW-YAの寺田恵子、バブルガムブ
ラザース等が歌い大変盛り上がりました。次の日の朝、
会場では、全ての物産展で電子マネーが使える試みが先
進性があるとのことで、テレビ撮影が来ていました。
　記念式典の大会会長挨拶では、「沼津YEGメンバー、
また自分の社員、家族にも犠牲を強いて全国大会開催を
開催した。今日ここに、社員と両親が来ている。」と言っ

令和元年度　監事

　　　　竹
たけがはら

ケ原　拓
たくみ

美　
（協栄自動車整備協業組合）

第39回全国大会
ふじのくに静岡ぬまづ大会に参加

様
々
な
対
応
方
法
に
つ
い
て
の
説
明

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
講
習

十和田市春まつりの中止に伴い、女性会の「なべっこだんご」の出店も叶わなくなりました。楽しみにされてい

た方には残念なお知らせとなりますが、また皆さんに美味しく食べていただける日を女性会一同願っております。

女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん

　２月20日に十和田消防署で開催しました。
　講習会では、心停止状態になっている人の救命措
置は、早ければ早いほど救命率は上がり後遺症も少
ないという救命救急士の話を聞き、皆、真剣な表情
で心臓マッサージやＡＥＤの講習に取り組みました。
　また、救急車に傷病者を乗せてから発車するまで
に行うことや119番通報時に心がけてほしいことな
ど、いろいろな対応方法も教えていただきました。
いざという時に役立てられるように心がけたいです

２月例会 救命講習会を開催
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
講
習

た所で大会長が涙を流した所では、この大会を創り上げ
るのにどれだけ苦労したのだろうと思わず貰い泣きをし
ました。このような人がいるからYEGメンバーの絆が
深まっていくんだと感じました。
　そして 後は、卒業式です。答辞は日本YEGの副会
長も経験した五所川原YEGの中山佳さんでした。アト
ラクションの歌は、ピンク・レディーのミーちゃんでし
た。めちゃくちゃ若かったです！
　大会開催の思いを感じながら、情報交換、キャッシュ
レスの 先端な試みを体感でき、とても充実した大会で
した。私は卒業しますが、YEGメンバーが繋がってい
く活動を通して地域発展に貢献し、YEGブランドを創っ
て頂ければと思います。お世話になりました。

会員募集中　　●年会費 10,000円　　　　　　　　
詳しくは、十和田商工会議所女性会事務局 0176-24-1111
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◆入会資格
十和田市周辺に居住または勤務している満20歳から39歳未満

の方。人種・国籍・性別・職業・宗教・思想の別なくご入会

できます。

◆入会までの流れ
　①入会のご相談

　②入会申込・面談

　③仮入会（審査あり）

　④例会に参加

　⑤入会（審査あり）

 会費が変更になりました！
【新入会員】
　入会金　　２万円 ※変更なし

　年会費　１２万円 → ０円

【正 会 員】 ※年度途中の退会者の会費見直し

　年会費　１２万円 → 月割計算

【休会会員】 ※育児・産休等で活用

　年会費　　６万円 → ２万円

★入会まで現役会員が親切丁寧

にサポートいたします。

新入会員募集新入会員募集 ～私たちと一緒に活動しませんか？～ ～私たちと一緒に活動しませんか？～
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Information ～お知らせ～
健康経営セミナー延期のお知らせ

　本誌３月号の折込でご案内しておりました４月20日

開催予定の「経営者のための健康経営セミナー」は、

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、参加

者をはじめとする皆様の健康と安全を 優先に考慮

し、延期することといたしました。

　振替開催の日程は、現在のところ未定となっており

ます。事態が収束した後で、改めてご案内したいと考

えておりますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げ

ます。

【お問合せ先】
十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111

令和２年度の健康保険料率
　令和２年度（４月納付分～）の協会けんぽ青森県支
部の健康保険料率・介護保険料率は下記の通りです。

〈変 更 時 期〉　令和２年３月分（４月納付分）から
〈健康保険料率〉　9.88％（現行 9.87％）
〈介護保険料率〉　1.79％（現行 1.73％）
※健康保険料率（9.88％）のうち、6.45％分は加入者の皆さま
の医療費等に充てられる基本保険料率、3.43％分が後期高齢
者医療制度への支援金等に充てられる特定保険料率となります。

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健
康保険料率に全国一律の介護保険料が加わります。

【お問合せ先】
全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部
　TEL 017-721-2799
　ホームページ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

簿　記（第155回１～３級）
　検 定 日：６月14日（日）　
　申込期間：４月６日（月）～５月15日（金）
リテールマーケティング＜販売士＞（第86回２・３級）
　検 定 日：７月11日（土）
　申込期間：５月11日（月）～６月19日（金）
そろばん（第129・219回段位・１～３級）
　検 定 日：６月28日（日）　
　申込期間：４月20日（月）～５月28日（木）
【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
　当所で開設している日本政策金融公庫による定例金
融相談の４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します（要予約）。
相談日時：４月９日（木）・23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

◇業務課課長（業務課課長・（一社）十和田奥入瀬観光機構出向）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 妻神 誠司
◇業務課係長（総務課係長）　　　　　 古林 　健
◇総務課主事（総務課主事補）　　　　 宮本 桂衣

商工会議所が運営するビジネス支援サイト

ザ・ビジネスモールに商品やサービスなどの
情報を掲載しませんか？お気軽にお問合せください。 

十和田商工会議所 TEL 0176‐24‐1111

共同通信ＰＲワイヤーとの提携による

プレスリリースサポートをご活用ください！
当所会員は特別料金で国内メディアへの配信サービスを
ご利用できます。  十和田商工会議所 TEL 0176‐24‐1111

事務局人事異動のお知らせ
４月１日付、（）内は旧所属・役職

ご利用ください！
独占禁止法相談ネットワーク

ご相談窓口は、十和田商工会議所相談課 TEL 0176-24-1111

十和田商工会議所では、独占禁止法、下請法、消
費税転嫁対策特別措置法の相談を受け付けていま

す。内容・ご希望により公正取引委員会の窓口を

ご紹介します。公正取引委員会では、ご相談に応

じ、適切な対処、的確な対応を致します。

このようなことでお困りではありませんか…？
●マーケティングの内容が違反？

●注文通りなのに、取引先から返品。

違反では？

●取引先が消費税の転嫁を拒否。

　違反では？　　　　　　　 など
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

盛り過ぎ、出し過ぎ、ノリ過ぎ、
流され過ぎ、頑な過ぎ、

欲の強過ぎ、長過ぎ、任せ過ぎ…。
過ぎると良いことってないですね。

新年度がスタート。
謙虚な気持ちでいきたい。

　　　　　　　　　　　　　（tkr）  

〔 禍 〕

春の雪浮かびて消ゆる句のかけら 萩　月

　　春の雪は消えるのもあっという間

子に送る一品忘れ春の雪 陽　子

　　遠くにいる子どもを案じてのこと

啓蟄や少年野球に少女ゐて 寿　子

　　未来の女子ソフト選手

ワイパーの手を振るごとし名残雪 しおん

　　十和田で見る雪はこれが 後ね～と♪

さわやか俳句

１枚写真館

つぶやき
　今、世界で新型コロナウイルスの感染が広がり戦々恐々としている中、予測のつか

ない事態が続いています。

　とうとうオリンピックも総理大臣・小池都知事・バッハ会長の会談で、１年先を目

途に延期を決定という判断がなされたとニュースが流れました。

　予測不可能な状況下で、選手の不安や何としても実施してほしい期待等の思いが入

り混じり、このままでは収拾がつかなくなる、ここでひとつ大きな決断の時でした。

こういう状況を、昔の人は「鶴の一声」とうまく形容したものだなと感心します。

　発表を受け、選手たちの安堵した表情も見られます。同様の状況で、私たちにも判

断する必要が迫られる中、今回のニュースは、決断するための勇気をもらったような

気持ちになりました。

　今は踏ん張りどころ。少しでも早い収束を願っております。　　　　　　（Ｙ．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

（協力　すばる俳句会）



令和２年４月5日発行　第309号（毎月1回5日発行）

発行所　十和田商工会議所 十和田市西二番町4-11　0176㉔1111・ＦＡＸ㉔1563 発行責任者 今泉湧水　定価100円

今月のショーウインドー

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.105Vol.105

有限会社 力石測研

木
き

村
む ら

  享
た か よ し

蓉 さん
（34歳）

この仕事を選んだ理由
　前職は農業をやっていたのです
が、雇い主が農家を廃業することに
なり、就職先を探していました。い
ろいろと会社を調べましたが、この
会社は福利厚生もしっかりしていて
クリーンなイメージを持てたので選
びました。
 
担当していることは
　主に、測量補助や書類の作成を
行っています。まだ入社４か月でわ
からないことばかりですが、機械の
操作を覚えるのは早いほうだと思っ
ています。ですが、まだしっかりと
した知識が身についていないので、
知ったかぶりをしないように確認は
しっかりするようにしています。
 

大変なことは
　山での測量作業です。冬は雪が腰
くらいまで積もっている中を進んで
いかなければなりません。みんなは
すいすい進んでいくのですが、まだ
慣れていないので肉体的にかなりき
ついです。
 
特技は
　デジタルイラストで名刺などの似
顔絵の作成や、キャラクターの絵を
書くのが得意です。十和田市の業者
の方の似顔絵も書いたことがありま
す。今は仲間とゲーム作りをしてい
てイラストを担当しています。
　
家族サービス
　この会社に就職して、休日がしっ
かりあるので、家族で公園に出かけ
たり図書館に行ったりしています。
図書館は私が好きで行くのですが
…。最近は子供も大きくなってきた
ので、家をリフォームして子供部屋
を作ってあげたいと思っています。

会員事業所さんで働く“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

【営業品目／用途】
〇仕組材・梱包材製材
●主に木材パレット、木枠梱包用として利用
されております。

●パレットの打ち立て、浅木・垂木など土木
用資材の製材も承ります。

〇木材チップ
●製紙用、発電燃料用として利用されており
ます。

〇のこくず
●畜産敷物、農産物緩衝材
等として利用されており
ます。

〇粉砕樹皮
●畜産敷物、バーク堆肥原
料として利用されており
ます。 東北初導入のロボット式ツインバンドソー東北初導入のロボット式ツインバンドソー 新工場内の様子新工場内の様子

十和田燐寸軸木十和田燐寸軸木
株式会社株式会社

代表取締役：波紫　吉文
所在地：十和田市大字伝法寺
　　　　　　　　　平窪78-1
ＴＥＬ：０１７６-２８-２５５１
ＦＡＸ：０１７６-２８-２５６０

３工場を１工場に集約した新製材工場

　創業54年目を迎え、昨年４月には３工場を 1工場に集約した新製材工場が稼働を開始した
十和田燐寸軸木㈱。東北初となるロボット式製材機械やその他、最先端機械の導入により安全
で働きやすい工場になりました。製材品、木材のことならお気軽にお問合せ下さい。


