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４　経営活動を支援する低利の融資制度　青森県特別保証融資制度
３　〈この人に聞く〉　㈱竹達建設　代表取締役　竹達大輔さん
５　特集　犯罪・事故のない安心して暮らせるまちに　後編 交通事故に注意！
６　〈快進撃企業に学べ〉　伝統産業の革新に挑戦する「佐賀ダンボール商会」
７　〈匠〉　日本料理かぐら「後世に繋ぐ食文化」
７　企業と商工会議所とのパイプ役　小規模企業振興委員
８　青年部インフォメーション　通常総会を開催
９　会員さんHot 情報　太子食品工業㈱十和田工場、㈱大竹菓子舗
12　〈今月のショーウィンドー〉Co．
12　〈きらめけっ未来の主役〉　㈱創建ホーム　福田鎮規さん、戸舘吹佳さん

まだ八幡岳は雪が残る。どうやら若葉も花も一緒になる気配。

春なれや淡き五彩をこきまぜて　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

７　 ８ 
・十和田湖ひめま
すブランド推進
協議会総会

９ 
・三本木小唄普及
委員会役員会

10
・第２回マル経審
査会

・十和田珠算連盟
理事会

・（一社）十和田
市観光協会三役
会

11
・平成28年度会計
監査

・定例金融相談
・創業相談
・第22回とわだ駒
街道マラソン大
会実行委員会

12
・第１回運営対策
委員会

・十和田職業能力
開発校入校式

・十和田地域消防
安全管理協会第
１回役員会

13

14 15
・三役会

16
・三本木小唄普及
委員会総会

・（一社）十和田
市観光協会理事
会・総会

17 18
・十和田地区雇用
対策協議会幹事
会

19
・十和田菓子組合
通常総会

20

21 22
・青森県警察官友
の会連合会定時
総会

23
・第１回常議員会
・女性会第44回定時総
会

・平成30年３月新規高
等学校卒業予定者に
関する十和田地区早
期採用活動要請

・青森県社会保険労務
士会十和田支部通常
総会

24 25
・定例金融相談
・創業相談
・（一社）全国労働
保険事務組合連合
会第１回理事会・
総会

・十和田国際交流協
会理事会・総会

26
・十和田地区雇用
対策協議会理事
会・定時総会

・第１回十和田市
中心市街地活性
化協議会総会

27

28 29 30
・第１回通常議員
総会

31
・県連幹事会

6/1 ２
・県火災共済協同
組合役員会

３

４ ５ ６ ７ ８
・議員視察研修
（～10日）

・定例金融相談
・創業相談

９ 10
・全国あんざん

コンクール

MAY JUN 会議所カレンダー５ ６

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

いつもの人、いつもの物。いつもの人、いつもの物。
 

身近なものの中に美を感じる感性を育てていこう。身近なものの中に美を感じる感性を育てていこう。

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

57
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株式会社 竹達建設
　代表取締役

 竹
たけだち

達　大
だいすけ

輔さん（42歳）

正門にて正門にて正門にて

敷地内に咲く椿の前で敷地内に咲く椿の前で

三代目社長、青年部会長
やるしかない！

ずっと続く会社であるために
　長時間労働のイメージがある建設業ですが、IoT 測

量機器や ICT 建機が登場してきており、何年か先は

時間当たりの生産性が大きく向上しているかもしれま

せん。しかし、IT の恩恵にあずかる一方で、災害等

緊急時の臨機応変な対応や繊細な仕上げが要求される

場面では、やはり熟練の現場監督員と職人の腕にはか

ないません。建設業も人の力で成り立っており、人手

不足は大きな課題となっています。人材の確保・育成、

先進技術への適応など、会社の名を落とさず、後世へ

ずっと続いていくようにするのが三代目としての務め

です。

 

今年度は青年部の会長として
　大役の名に恥じぬよう、若輩者ではありますが精進

してまいります。今年度の主力事業は、昨年に続き開

催の「第２回十和田湖マラソン大会」です。神秘の湖

を駆け抜けるランナーと、ランナーをもてなし大会を

支えるボランティアスタッフの参加をお待ちしており

ます。沿道からの声援もよろしくお願いします！

　また、私も経験しましたが、青年部会員の皆さんに

は県連事業へも積極的に参加してほしいです。活動機

会は増えますが、南部と津軽を往来することで両方の

気質を感じることができます。“彼を知り己を知れば

百戦危うからず”、いや、津軽は敵ではありませんが、

自分と相手を知ることで、是非、南部と津軽のいいと

こ取りのハイブリッドな青年経済人を目指してくださ

い。

 

特技？その１
　３月に青年部東北ブロックのフットサル大会に参加

しました。サッカー経験者として臨みましたが、ブラ

ンクがあまりにも長過ぎて…。見事にただの素人に

戻っていました。即戦力の新入会員求む！

 

特技？その２
　車の長距離運転が苦ではないので、これまで北は北

海道・稚内から、南は九州・熊本まで行きました。47

都道府県走破を目標に、時間と道路が続く限りどこま

でも…。それが家族旅行の専属運転手としての務めで

す（笑）。

 

ここだけの話
　初代が竹達工務店で創業し、二代目のときに現在の

竹達建設に社名変更しました。もしかしたら三代目の

今もまた変わるかもしれません！…？（笑）

1974年十和田市生まれ。三本木高校、明治大学卒業。そのまま都内
に就職するも、春夏夏秋にしか思えない体感季節に年々違和感が増
したことと、どうしても東京に住みたいわけではないことに気付き
2005年に帰郷、㈱竹達建設に入社。’16年4月に代表取締役就任。十
和田商工会議所青年部平成29年度会長。

代表取締役：竹達 大輔
所　在　地：十和田市大字三本木字野崎118－2
Ｔ　Ｅ　Ｌ：0176－23－6111
Ｆ　Ａ　Ｘ：0176－23－6272
事 業 内 容：総合建設業（建築・土木・アスファルト舗装）

会社概要

Profi le

敷地内に咲く椿の前で
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事業者の経営活動を支援する低利の融資制度 青森県特別保証融資制度
　平成29年度の青森県特別保証融資制度について紹介します。同制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預
託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。
　県では、中小企業の皆様が金融機関から円滑に事業資金を調達できるよう、企業の活動段階や経営状況に応
じた以下の制度を実施しています。※平成29年４月３日から融資利率を引き下げました。
 
１．未来を変える挑戦資金
　概　　要：県が推進する前向きな取組み（創業、県の推進する戦略、国や県等の補助を受けた事業、新分野

進出、新商品開発など）を行う方を対象に優遇金利で支援する制度。
　融資利率：（年） 0.5％～ 0.9％　　※一部上限 0.9％で各金融機関が設定する利率あり。
 
２．経営力強化対策資金
　概　　要：国の認定を受けた専門家（経営革新等支援機関）の支援を受けながら経営改

善や経営力強化に取り組む方の資金繰りを支援する借換制度。
　融資利率：金融機関所定利率－ 1.3％（下限 0.9％）
 
３．事業活動応援資金
　概　　要：通常の事業資金、流動資産を担保とした融資、廃業歴のある方が再チャレンジする場合など、企

業の状況に応じて支援する制度。
　融資利率：金融機関所定利率－ 0.3％（上限 2.2％）
 
４．経営安定化サポート資金（詳細は下表参照）
　概　　要：取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている方

の資金繰りを支援する制度。
　融資利率：下表のとおり

（注 1）経営力向上割引…四半期毎に試算表及び資金繰り表を取扱金融機関に提出することを条件として融資利率から 0.5％割引する制度。

融資限度額は、(1) ～ (5) はそれぞれ別枠。さらに (4) は①及び②それぞれ別枠。

融資利率とは別に、県信用保証協会に対する信用保証料が必要となります。

お問合せ先（各制度とも詳細については下記までご確認願います）

○青森県信用保証協会　TEL 017-723-1354（業務課）

○青森県商工政策課商工金融グループ　TEL 017-734-9368

○青森県 HP ＜青森県特別保証融資制度のご案内＞　http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kenyuusi.html

○経営安定化サポート資金につきましては、商工会議所会頭の推薦書が必要となります。

　十和田商工会議所中小企業相談所では、経営指導員を中心に経営全般に関する相談に応じ適切なアドバイスをし

ておりますので、お気軽にご相談ください。十和田商工会議所中小企業相談所　TEL 0176－24－1111

資　金　名 融　　資　　対　　象 融資限度額 融資利率 所定利率
（うち据置期間）

経 営 安 定 化
サ ポ ー ト 資 金

原則として県内で１年以上同一事業を営んでいる中小企
業者で、次のいずれかに該当するものとして商工会議所
会頭又は商工会会長の推薦を受けたもの

【固定利率】

 （1）連鎖倒産枠
倒産した企業に対し売掛債権等を有しているもの若しく
は倒産した企業との取引依存度が10％以上であるもの

3,000万円
（運転資金のみ）

金融機関所
定利率から 
0.8％引き下
げた率
（下限1.4％）

 
（注 1）経営
力向上割引
の利用可能

（この場合下
限 0.9％）

運転10年以内
（２年以内）

 
設備15年以内
（３年以内）

 （2）事業承継枠 事業を承継するもので一定の要件を満たすもの 1億円

 （3）経営安定枠

① 近３か月の売上高等が過去３か年のいずれかの年の
同時期と比較して10％以上減少しているもの

②売掛債権の回収長期化 ( 又は回収不能 )、又はその他
の事由により経営の安定に支障を生じているもの

③原油価格の上昇により事業活動に影響を受けている中
小企業者で、売上減少等一定の要件に該当するもの

4,000万円
（運転資金のみ）

 

（4）災害枠 

①別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生
じているもの

3,000万円 0.9％
運転・設備と
も10年以内　
（２年以内）

 
②東日本大震災により事業活動に影響を受けているもの
で、売上減少等一定の要件に該当するもの

8,000万円
0.7％又は
0.9％　　

 （5）事業再生枠 法的な債権手続きを行い、又は再生支援機関等の指導の
もと事業再生を図るもの

3,000万円
金融機関
所定利率
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特 集 犯罪・事故のない安心して暮らせるまちに犯罪・事故のない安心して暮らせるまちに犯罪・事故のない安心して暮らせるまちに
　交通事故は、当事者に加えて家族や職場等へも精神的・経済的に負担を与える恐ろしいもので、十分に気を

付けていても、一瞬の判断ミスや気の緩みから重大な事故に繋がる危険性があります。事故を起こさないこと

はもちろんですが、事故に遭わないことへの注意も必要です。　　　　　　　　　　　　協力：十和田警察署

人身事故
発生件数 死者数 負傷者数

増減 増減 増減

十和田市 260 +6 3 -2 327 +13

六 戸 町 48 +3 0 0 69 +4

計 308 +9 3 -2 396 +17

県 全 体 3,740 -114 53 +13 4,539 -234

物件事故 平成28年 平成27年 増減数 (増減率)

十和田市 1,476 1,401 +75 5.4

六 戸 町 213 207 +6 2.9

計 1,689 1,608 +81 5.0

平成28年中 交通事故発生数

←県全体の人身事故発生件数が減少した中で、十和田署管

内では、死者数は減ったものの、発生件数は増加した。

平成19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年

発生件数 531 498 433 398 356 357 359 338 299 308

死 者 数 　9 　7 　2 　2 　4 　5 　3 　3 　5 　3

負傷者数 681 653 566 488 453 448 473 421 379 396

過去10年間の推移（十和田署管内)

 十和田署 青森県

　①高齢者が事故を起こす割合が高い 27.3％ 21.9％

　②交差点内で発生する事故が多い 53.2％ 39.8％

　③車両相互の出会い頭の事故の割合が高い 43.5％ 27.0％

　④歩行者と車両が衝突する事故の割合が低い 10.7％ 13.4％

　⑤追突事故の割合が低い 26.6％ 36.3％

　⑥事故を起こした原因が一時不停止による事故が多い 26.6％ 11.1％

　⑦業務または通勤時に発生した事故の割合が高い 41.2％ 38.2％

平成28年中の十和田警察署管内で発生した人身事故の特徴

試験の詳細については、試験受付開始日以降に試験案内（申込書）を入手してご確認ください。

【採用試験に関するお問合せ先】十和田警察署警務課　TEL 0176‐23‐3195

警察官Ａ

受 験 資 格　昭和60年４月２日以降に生まれた者で、

大学を卒業した者または平成30年３月

31日までに大学卒業見込みの者

受 付 期 間　５月８日（月）～６月16日（金）

第一次試験　７月９日（日）

第二次試験　８月中旬

最終合格発表　９月上旬

警察官Ｂ

受 験 資 格　昭和60年４月２日から平成12年４月１

日までに生まれた者（大卒者または

大学卒業見込みの者を除く）

受 付 期 間　７月14日（金）～９月１日（金）

第一次試験　９月24日（日）

第二次試験　11月上旬

最終合格発表　12月上旬

平成29年度　青森県警察官募集
警察官採用スローガン　　「この街に　あなたの強さ・優しさを」

日（金）日（ ）日（金金）

））

））

交通事故を起こさないために気をつけること

　・一時停止のある交差点では必ず一時停止するとともに、左右の安全確認をしっかりとすること

　・優先道路であっても、優先意識を持たない防衛運転を心がけること

　・追突事故を防止するため、前車との車間距離は余裕をもつこと

　・薄暮時間帯の早めの点灯を励行して、他者に自分の車両の存在を意識させること

　・夜間や雨天時等の視界が悪いときは、特に横断歩行者の有無に気を付けること

後編 交通事故に注意！後編 交通事故に注意！後編 交通事故に注意！
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第13回
伝統産業の革新に挑戦する『佐賀ダンボール商会』

法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本光司
　佐賀県西松浦郡有田町は、伝統ある有田焼の産地

である。400年以上食器や美術工芸品を中心とした

ものづくりが続いているが、近年では衰退傾向が著

しく、今や事業者の数はピーク時の７分の１にまで

減少してしまっている。業界の関係者の大半は、そ

の衰退の原因を、焼き物離れ・低価格志向・プラス

チック製品の台頭など、業界の努力を超えた構造的

な問題と考え、待ちの経営を続けてきた。

　こうした中、「需要は創造するもの」と15年前に

異分野から有田焼業界にあえて参入した中小企業が

ある。それは、有田町の有限会社佐賀ダンボール商

会という、従業員20人弱の企業だ。同社の元々の主

事業は、社名の通り、ダンボール箱をはじめとする

各種包装資材の製造だった。土地柄、取引先の多く

は有田焼メーカーだったが、取

引先の多くが衰退していく中、

このままでは倒産してしまうと

危機感を募らせ、ダンボール

メーカーである同社が有田焼業

界に参入したのである。苦節

15年、今や同社の売上高の半分以上が有田焼製品で

あり、その業績も右肩上がりで増加傾向にある。

　その立役者は現社長の石川慶蔵氏である。石川社

長は地元出身であるが、PHP 研究所の京都本部に

長く勤務していたこともあり、松下幸之助氏の下で

人として、そして経営者としての生き方を学んでき

た。妻の実家が同社であり、また同社が厳しい状況

下にあったことから、後継社長として入社したので

ある。

　石川社長は、改めて故郷の有田焼の美しさに魅了

されるとともに、この伝統の技術を絶やしてはなら

ない……と強く感じ、業界の本質的な問題は有田焼

そのものではなく、創造する商品や提案の仕方と捉

え、有田焼を活用した新商品づくりにチャレンジし

ていく。その折、松下幸之助氏に学んだ「衆知経

営」の実践を試み、全国各地で活躍する著名なデザ

イナーや作家、さらには専門家を訪ね、自身の考え

る有田焼を利活用した新商品のアイデアを語り継い

でいったのである。

　こうした努力が実り、多くの専門家から共感を得

ることに成功し、これまで存在しなかった有田焼の

新商品が次々に生まれた。既に外部の専門家とコラ

ボレーションして開発された新商品は120アイテム

を超える。「有田焼万華鏡」や「有田焼時計」などが、

その 大のヒット商品である。先日機会があって同

社のショールームを見せていただいたが、そのコラ

ボ商品の魅力には圧倒された。

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。

　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各種相談に応じておりますので、お気軽にお問合せください。
【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
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日本料理 かぐら

　日本料理かぐらの店主・玉川幸広さんがこのほど、

県が認定する卓越技能者に選ばれた。長年にわたる修

練と経験による技術はさることながら、後進指導や食

育の普及啓発活動へ積極的に取り組む姿があったから

こそ認められた称号だ。

 

健康を育む食の原点
　15歳で日本料理の世界へ入り、関東や関西でも腕を

磨いた。お客のニーズに対応するため、常に新しいも

の、より高いところに視線を向け様々な料理を手がけ

てきた玉川さんだが、食の原点に位置づけているのは

郷土料理と家庭料理。食を通じた健康を考える上で、

自分を育ててくれた慣れ親しんだ味、体に染みついた

味が一番体との相性が良く、これに勝るものはないと

いう。後進指導や勉強会等に講師としても東奔西走す

る玉川さんが、技術よりもまず伝えていることである。

 

地産地消の活性化を
　十和田湖ひめますの料理開拓にも長年取り組んでき

た。地域の財産をアピールするためでもあるが、地元

の食材と掛け合わせることで地産地消の相乗効果も図

りたいと語り、後世へ繋ぐ食文化の創作に力を注ぐ。

 

感謝の気持ちを込めて
　かぐらでは、旬の食材と産地にこだわった味わいに

出会うことができる。是非、玉川さんの真心と感謝の

気持ちがこもった料理を堪能し、明日の活力を養って

いただきたい。

■代表 玉川幸広（あおもり食命人、あおもり食育サポーター）　■所在地 東三番町2-43
■TEL 0176-24-1123　■営業時間 17:00~23:00　■定休日 日曜日・第2月曜日

日本料理　かぐら

企業と商工会議所とのパイプ役　小規模企業振興委員
　十和田商工会議所中小企業相談所では、経営指導員が中心となり、事業者が抱える経営上の諸問題等に適宜

対応していますが、事業主の皆さんのより身近な相談・情報交換相手として小規模企業振興委員を選任してい

ます。商工会議所とのパイプ役を務める委員の方々を紹介します。

 ＜順不同・敬称略＞　

菅　文昭
管設備工業㈱

TEL 0176-23-4887

佐川　次郎
㈲佐川商事

TEL 0176-23-2451

竹田　裕一
㈲吉田薬局

TEL 0176-23-2462

佐々木　紀仁
㈲佐々木ガス商会
TEL 0176-23-7355

小笠原　大地
㈱小笠原新聞店

TEL 0176-23-4044

竹ヶ原　澄子
㈲こうけん商事

TEL 0176-23-7348

中沢　智善
中沢水道設備工業㈱
TEL 0176-22-3695

伊藤　昭治
社会保険労務士伊藤事務所
TEL 0176-51-6642

経営に関するお悩みお気軽にご相談下さい。【お問合せ先】十和田商工会議所中小企業相談所　TEL 0176－24－1111

「後世に繋ぐ食文化」「後世に繋ぐ食文化」「後世に繋ぐ食文化」其ノ其ノ
四十一四十一
其ノ
四十一
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　平成29年度 十和田商工会議所青年部会長に就任
いたしました竹達大輔（たけだち だいすけ）と申
します。１年間の任期ではありますが、どうぞよろ
しくお願いいたします。
　さて、昨年７月に開催された第 1回十和田湖マラ
ソン大会では、会員そして地元の皆様をはじめとす
る多くの関係者のご協力とご支援を賜わり、誠にあ
りがとうございました。今年も引き続き第２回大会
を７月９日（日）に開催いたします。前回以上の大
会とするため、今年度は専任のマラソン委員会を設
け、総務・マラソン・観光・研修の４委員会体制と
しました。更に委員会の垣根を越えて「全会員事業」
でマラソン大会を強力にバックアップしていきます。
　そしてマラソンを機にランナーや観光客が湖畔を

訪れ、奥入瀬渓流や焼山を散策し、官庁街通りと街
なかでアートに触れ、地酒と十和田バラ焼きを味わ
う。マラソン大会が湖畔と市街地を今まで以上に結
ぶ、一つのきっかけとなれば幸いです。
　また、９月には五所川原で青年部東北ブロック大
会があり、十和田も県内も大型事業が続く年度でも
あります。またとない機会ですのでブロック大会も
全会員参加していただきたいです。いずれは青年部
東北ブロック大会を十和田の地で盛大に開催できる
ように、しっかりと自分の目で見てきてください。
　過去から受け継いだものは今、新たな未来へ残す
宝として形を変えるため、自ら行動を起こさなけれ
ばなりません。
　Make Towadako Great Again!十和田湖を再び

十和田商工会議所青年部

会長 竹
たけだち

達　大
だいすけ

輔（㈱竹達建設）

十和田商工会議所青年部
総務委員会

委員長　竹
た け だ

田　裕
ゆういち

一（㈲吉田薬局）

平成29年度 会長就任挨拶

平成29年度通常総会を開催

●年齢50歳まで●年会費18,000円
●連絡先／十和田商工会議所青年部 24－1111青年部INFORMATION 会員募集中

　４月20日、平成29年度（第28期）十和田商工会議
所青年部通常総会をサン・ロイヤルとわだに於いて
開催しました。総会では、28年度の事業報告・決算
報告、29年度の事業計画・収支予算・組織図の全て
が満場一致で承認され、無事終了しました。
　その後の懇親会・卒業式におきましては、今泉湧
水副会頭、四橋弘泰ＯＢ会長をはじめ、多数のＯＢ
の皆様にもご参加頂き、５名の卒業生の皆様をお祝
いする事ができました。ご卒業、誠におめでとうご
ざいました。

卒
業
生
と
、
竹
達
会
長
（
中
央
）、

沼
口
直
前
会
長
（
中
央
手
前
）

■ランナー募集
種　目　ハーフコース（START: 大川岱、GOAL: 子ノ口）
　　　　制限時間：150分（途中関門あり）
部　門　（各男女別）高校生以上39歳以下、40歳代、
　　　　50歳代、60歳以上
定　員　先着600人
参加料　5,000円
申込期限　５月23日（火）消印有効
申込方法　・インターネット (ランネット http://runnet.jp)
　　　　・パンフレット付属の払込取扱票による郵便振替

■ボランティアスタッフ募集
対　象　高校生以上
内　容　参加賞の配布やコース内誘導係など
従事時間　現地にて６:00 ～ 14:00頃まで
定　員　50人
申込締切　５月23日（火）
申込方法　氏名・住所・電話番号を記載の上、下記ま
　　　　でメールかFAXでご連絡ください。
その他　・十和田市役所前から送迎バスが出ます。
　　　　・詳細は６月中旬までに連絡します。

【お問合せ・(ボランティアスタッフ )お申込み先】
十和田湖マラソン大会実行委員会事務局　TEL 0176-24-1111　FAX 0176-24-1563　E-mail towadakomarathon@gmail.com
大会の詳細はホームページをご覧ください　http://www.towada.or.jp/yeg/towadakomarathon.html

７月９日　　 AM9:00  START
ランナー＆ボランティアスタッフ募集中！

日
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　３月に幕張メッセで催された「ご当地お菓子グランプリ」で、㈱大

竹菓子舗の「青森の魔女のプレミアムフルーツケーキ」が金賞に選ば

れました。

　ケーキには県産りんごとフリーズドライみそを使用。賞味期限90日

以上という課題に対し、“腐らないお菓子”ではなく、“90日後にもっ

と美味しくなっているお菓子”を目指して試行錯誤した結果、みその

効果で熟成が進むにつれ味の深みとコクが増すという、まさに生きて

いるお菓子が誕生しました。開発を担当した大竹正貴専務曰く、「日々

変化する味を是非楽しんでいただきたい」とのこと。

国際食品・飲料展「FOODEX JAPAN2017」
ご当地お菓子グランプリで 金　賞 ㈱大竹菓子舗

　大豆加工食品の製造を手がける太子食品工業㈱十和田

工場が、食品廃棄物の抑制・リサイクルへの取組みが評

価され、第38回食品産業優良企業等表彰の環境部門で、

高賞となる農林水産大臣賞を受賞しました。

　同工場では、製造過程で発生するオカラを畜産用飼料

及び堆肥用として再利用率100％を達成。廃食用油も重

油と混合し、ボイラー燃料として100％の再利用率を達

成しています。また、排水処理場から発生する有機性汚

泥も有機肥料登録の認可を受け、野菜の肥料として再利

用されています。

会員さ
んHot

情報

第38回食品産業優良企業等表彰の環境部門で 農林水産大臣賞 太子食品工業㈱十和田工場
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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

平成29年度会費納入のお願い 労働保険年度更新の手続きについて

商工会議所福祉制度キャンペーン

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4月12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５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：５月11日（木）・25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）　
　申込期間 :５月12日（金）まで
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）　
　申込期間 :５月25日（木）まで
【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

（ ）

　平成29年度の十和田商工会議所年会費の納入をお
願いしております。納入通知書での納入をご利用の
方は、５月25日（木）までに納入をお願い致します。
　口座振替での納入をご利用の方は、５月25日（木）
に指定の口座より自動振替させていただきます。ま
た、３期分納の場合および特定商工業者負担金の口
座振替日は次の通りです。
年会費　第１期　５月25日（木）
　　　　第２期　８月25日（金）
　　　　第３期　11月27日（月）
特定商工業者負担金　８月25日（金）
※商工会議所が管理する法定台帳について、一定規模以上の事業所（特

定商工業者）に、その登録と経費負担をお願いしております。

【お問合せ先】
十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111

　労働保険の年度更新（平成28年度確定保険料と平成

29年度概算保険料の申告・納付手続きのことをいいま

す。）を行っていただく時期となりました。

　平成29年度の申告・納付期間は、６月１日から７月

10日までとなっておりますので、お早めにお近くの金

融機関・郵便局等で手続きをお願いします。

【お問合せ先】

青森労働局総務部労働保険徴収室　TEL 017-734-4145

実施期間　５月１日（月）～６月30日（金）
商品ラインナップ
　・「企業経営」サポートシリーズ　逓増定期保険
　・「企業経営」サポートシリーズ　就業不能保障プラン
　・「一生保障」の医療保険　プライム 120
　・「一生保障」の介護保険　賢者の備え

【お問合せ先】
十和田商工会議所共済担当　　TEL 0176-24-1111

【引受保険会社】
アクサ生命保険㈱十和田（営）　TEL 0176-24-2624

雇用保険の届出にマイナンバーの記載を
　マイナンバー制度の導入に伴い、雇用保険に係る書

類の届出には、マイナンバーの記載が必要です。

マイナンバーの記載が必要な届出・申請書
　①雇用保険被保険者資格取得届

　②雇用保険被保険者資格喪失届

　③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・

　　　　　　（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書

　④育児休業給付受給資格確認票・

　　　　　　(初回 )育児休業給付金支給申請書

　⑤介護休業給付金支給申請書

○365日いつでも申請可能な「電子申請」（e-Gov電
子申請システム）を是非ご利用ください。時間とコ

ストをかけずに申請できます。

お問合せはお近くのハローワークまで

ハローワーク十和田　TEL 0176-23-5361
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

　稲生川沿いも官庁街通りに負け

ないくらいの桜並木。見事に咲き

誇った“さ
・ ・ ・ ・ ・

くらばし”の景色です。

(tkr) 

〔桜橋のある風景〕

マドンナがうっかり見せた大欠伸 小池　一恵

　　百年の恋も一時に冷める瞬間

我が句にも春の兆しが見える夢 納屋すけお

　　春とともに句も前向きに

満足の目もりを下げて日々平和 夏目　美代

　　上を見たらきりがない

本当の自分を自分では知らず 水野みね子

　　他人からはよ～く見えます

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
　年度の境である春を迎え、身辺整理をされる人も多いと思う。情報過多

と言われて久しいが、不要な情報についても整理が必要だ。参考書類、会

議資料、名刺、そしてメール等々。朝一番で熟読するメールマガジンも気

が付けば 10 件近い登録件数となっており、それだけである程度の時間を

要してしまう。さて、整理整頓についてのメールマガジンでも探そうか。

 （D.T）

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
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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

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.77Vol.77
日々勉強です
　営業・販売を担当して
います。一生に一度の買
物に携わるので、一つ一
つのことに責任と緊張感
を持って臨んでいます。
知識を幅広く身に付けて、
お客様に満足していただ
けるよう努めています。
 
夢に向かって
　祖父が大工ということ
もあり、建築業に興味が
ありました。夢は自分で
家を建てることです。しっ
かりノウハウを学んで資
格も取り、実現させたい
です。
 
野球が好きなので
　もし時間と余裕があったら野球がしたいです！
 
どちらもお待ちしております！
　週末は展示場におりますので、お気軽にご来場くださ
い！ちなみに彼女も募集中です！

設計図が実際に
　住宅の設計図や申請書
類の作成を行っています。
手懸けた家が出来上がっ
ていくのは、やっぱりす
ごく嬉しいですね。
 
ミスをなくして
　書類も大量ですが、数
値などの細かい部分の見
落としに気を付けながら、
効率よくスピーディに進
められるようにしたいで
す。

マイブームは料理
　先月から自分でお弁当
を作っています。まだ得

意と言えませんが、卵焼きに入れる具をアレンジしたり
いろいろチャレンジしています。
 
勉強も頑張って
　２級建築士の資格取得を目指しています。実務経験を
積んだ後、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

Co.
マ　マ　樋口由美子  
住　所　東三番町1-17
ＴＥＬ　0176-25-7750
営業時間　20：00～25：00

おかげさまでおかげさまで

祝２周年祝２周年

愉快！痛快!! 笑い溢れる空間で

愉快！痛快!! 笑い溢れる空間で

　　　　　サイ
　　　　　サイCoCoの夜をあなたに!!

の夜をあなたに!!愉快！痛快!! 笑い溢れる空間で

　　　　　サイCoの夜をあなたに!!
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おかげさまで

祝２周年

株式会社 創建ホーム

福
ふ く だ

田 鎮
や す き

規さん（20歳）戸
と だ て

舘 吹
ふ う か

佳さん（19歳）


