
　4　新型コロナウイルスの影響拡大 十和田商工会議所から十和田市へ支援策を緊急要望
　3　〈この人に聞く〉　青森銀行㈱十和田支店　支店長　大宮丈幸さん
　5　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置
　6　新型コロナウイルス感染症に関連した各種取組・事業開催動向
　8　青年部インフォメーション　市内事業者応援プロジェクト「とわだ未来応縁」
10　事業引継ぎ定例個別相談会のお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈱マルヤマ
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　県南清掃㈱　赤澤純太さん

令和２年５月５日発行 第310号（毎月1回5日発行）

「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」設置中。資金繰りや融資等ご相談ください。
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　　憲法記念日 　　みどりの日  　　こどもの日 　　　振替休日 　　　 　　　 　　　

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

日常の些細なことにどれだけ感動できるか、日常の些細なことにどれだけ感動できるか、
その感性がもっとも優れたクリエイティブだと思う。その感性がもっとも優れたクリエイティブだと思う。

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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株式会社  青森銀行十和田支店
支店長

大
おお

宮
みや

丈
たけ

幸
ゆき

さん（52歳）

前例踏襲を良しとせず
「未来からのありがとう」のために
この仕事を選んだ理由

仕事は楽しく厳しく

支店長として

十和田市の印象は

1967年三 村（現・外ヶ浜町）生まれ。東北学院大学経済学部を
卒業し 1990年㈱青森銀行に入行、仙台支店に配属となる。その後、
2013年より支店長として、白銀支店、栄町支店を歴任。2018年に
地区営業本部（青森地区担当）副本部長に就任し、今年 4月より
十和田支店支店長を務める。

青森銀行からのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた事業者様を支援す
るため、休日経営相談窓口の設置や緊急融資制度の取り扱いのほ
か、既存のお借入れの返済猶予など迅速かつ柔軟に対応してまいり
ます。また、個人のお客様の住宅ローン等につきましても柔軟に対
応してまいりますので、何なりとご相談ください。

代表取締役：大宮　丈幸
所 在 地　：十和田市稲生町15-1
Ｔ Ｅ Ｌ　：0176-23-3141　　　ＦＡＸ：0176-24-0516
Ｈ　　Ｐ　：https://www.a-bank.jp/

会社概要

プロフィール
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〈給 付 金〉

〈資金繰り支援策〉

十和田商工会議所から十和田市へ支援策に関する要望書を提出

①セーフティネット（SN）保証４号・５号

③信用保証付融資における保証料・利子減免

④セーフティネット貸付 ⑤新型コロナウイルス感染症特別貸付
⑥新型コロナウイルス対策マル経融資
⑦危機対応融資

⑧特別利子補給制度

②危機関連保証

＋

⑨持続化給付金

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．資金繰りへの支援

２．特に甚大な影響を受けた業種への集中的な支援

３．公共工事、物販、役務等における工期・納期の配慮

４．感染者発生時の円滑な対応

５．休業から営業再開に向けた支援

十和田市が打ち出した支援策について
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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制措置

法人税や消費税、固定資産税など、基本的に全ての税目の納税が１年
間猶予 社会保険料の納付も同様に猶予

〈既存の事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免〉
償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税

が減免されます（令和３年度課税分）。

〈新規設備投資に対する固定資産税の減免〉

事業用家屋と構築物も対象

課税期間中であっても、課税選択をやめる（免税事業者に戻る）こ
となどが可能となる特例が創設

特別貸付に係る契
約書 印紙税が非課税

テレワーク等のための設備投資に係る新たな類型が追加

デジタル化設備（追加の新類型）
要　　件
対象設備

観客等がチケット代金等の払戻しを求めなかった場合、その
金額は寄付とみなされ、寄付金控除の対象
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広報「FRONTIER」会員版チラシ折込サービス無料提供のお知らせ

布マスクを取り扱う会員事業所を広報しています！

各種イベント中止のお知らせ

第155回日商簿記検定試験、
第219回珠算能力検定試験・第129回段位認定試験中止のお知らせ

サイズ
実施期間
対象要件

締　切

【お問合せ・お申込み先】

【お問合せ先】

【お問合せ先】

【お問合せ先】

【お問合せ先】

布マスクの例
㈱昭和ドレストワダ研究社 Ｆｌｅｕｒｉ（フルーリ）



FRONTIER　2020.5　7

人材を確保したい企業の皆さんへ
移住支援金の対象求人登録のご案内

東京圏から転入された方に十和田市移住支援金を支給します

あおもりUIJターン就職
支援サイト「Aomori-job」へ登録

Aomori-job（アオモリジョブ）とは…

対象法人の要件
⑴

⑵

⑶

⑷

⑸
⑹
⑺
対象求人の要件
⑴
⑵
申込方法

【お問合せ先】

【お問合せ先】

移住支援金の対象とし
て掲載する求人に就業した方 青森県起業支援金の交付決定を受けた方

対象者の要件
移住元（東京圏）に関する要件

移住先（十和田市）に関する要件（⑴～⑶の全てに該当すること）
⑴
⑵
⑶

申込期限
支援金額
申込方法

そ の 他

検　索アオモリジョブ

詳しくはQRコード
からご確認ください。
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企業と商工会議所とのパイプ役 小規模企業振興委員

太田　格道
㈲アート印刷

TEL 0176-22-8610

小原　達郎
㈲ふたば

TEL 0176-22-2758

木村　長敏
㈲相坂電気

TEL 0176-23-9348

沢村　千晴
東野珠算塾

TEL 0176-22-7033

竹島　直樹
㈲トコス

TEL 0176-51-3778

竹達　大輔
㈱竹達建設

TEL 0176-23-6111

田中　健太郎
㈱タナカ設備

TEL 0176-22-2231

畑中　健一
青森電気工業㈱

TEL 0176-23-2546

【お問合せ先】
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Information ～お知らせ～

定例金融相談

相談日時
【お申込み先】

令和２年度会費納入のお願い

納 付 書
口座振替　・一　　括
　　　　　・３期分納

【お問合せ先】

事業引継ぎ定例個別相談会

日　時

場　所
相談員

【お申込み・お問合せ先】

各種補助金をご活用ください！
創業支援・空き店舗等活用事業 【最大50万円】

補助率

若年者等人材育成支援事業 【最大10万円】

補助率

【お問合せ先】

ＵＩＪターン移住就職支援事業 【10万円】

インバウンド受入環境整備事業 【最大100万円】

補助率
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

〔 再会を願って 〕

さわやか俳句

１枚写真館

つぶやき



令和２年５月5日発行　第310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.106Vol.106

県南清掃株式会社

 さん
（25歳）

この仕事を選んだ理由
　前職は、工場で働いていたのです
が、知人の紹介でこの会社に入社し
ました。

担当していることは
　工事課に所属しており、下水道の
更生工事や高速道路の路面の補修工
事などを担当しています。1週間の
なかでも、いろいろな現場での仕事
があるので、毎日が新鮮で楽しく仕
事をしています。

今後の目標は
　今は作業員として現場で働いてい
ますが、ゆくゆくは親方として現場
を任されるようになりたいと思って
います。そのためにも先輩方とコ
ミュニケーションを積極的に取り、
技術や知識を学んでいます。　　
　また、親方になるには土木施工管
理技士２級の資格も必要となるので

資格取得に向け勉強しています。他
にも穿孔技師や産業洗浄技能士、下
水道管路管理専門技師など仕事に必
要な資格があるので取得したいと
思っています。

夢の国
　昨年の６月から８月頃、某テーマ
パークの新アトラクションの施工を
行ってきました。普段は補修工事な
どがメインですが、その時は、壁を
きれいに整えたり、屋根の設置や照
明の取り付けなどいろいろな経験が
でき勉強になりました。

学生時代は
　小学校から高校までサッカーをし
ていました。小学生のころは十和田
イーストに所属しており、県大会で
優勝したことがあります。その時が
サッカー人生のピークでした（笑）。

【 事 業 案 内 】
●消防用設備の点検・設計・施工・販売
●防火対象物点検
●防火設備検査
●消防法令各種届出書類作成・手続き
●オリジナル消火器の製作・販売
●防災用品や非常食の販売・セット製作

消防用設備点検業務消防用設備点検業務

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

オリジナル消火器オリジナル消火器
【十和田市現代美術館】【十和田市現代美術館】

　昭和49年に消火器の販売を始め、現在は防火に関して

幅広いサービスを提供できるようになりました。次の目標

として地域の防火から「地域の防災」に視野を広げ、防災の

技術を追求し地域に貢献できる企業を目指していきます。




