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写真もそうだけど、見慣れた場所でも角度によっては新鮮に見えることがある。

ことしもまた秋は空からやってくる　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
第51回全国商工会議

所女性会連合会鹿児
島全国大会（～６日）

中小企業相談所長及
び補助金担当者会議

6
十和田市秋まつ
り（山車合同運
行、官庁街通り
イベントほか）

7
十和田市秋まつ
り（十和田囃子
競演会、薄暮・
夜間運行ほか）

8
十和田市秋まつ
り（山車合同運
行、フィナーレ歌

謡ショーほか）

9  
選挙人名簿縦覧
告示

10
第5回マル経審
査会

11
議員研修（～12
日）

12
定例金融相談
創業相談
十和田市商店街連

合会会員交流会
第１回十和田市セーフコ

ミュニティ推進懇談会
選挙人名簿縦覧期

間（～20日)

13 14
十和田警察官友
の会親睦ボウリ
ング大会

15 16 敬老の日 17
１号議員選挙執
行告示（～10月
11日）

第１回選挙委員
会

18 19
第３回十和田市
外部評価委員会

20
珠算１級満点合
格者表彰式

会員新加入・増
口締切

21
あおもり10市
大祭典inつがる
（～22日）

22 23 秋分の日 24
三役会
第３回常議員会

25 26
定例金融相談
創業相談
上十三税務団体
連絡協議会

27
選挙人名簿の確
定

28

29
第13回月がとって

も青いから全国カ
ラオケコンクール

2019とわだ
　Yosakoi夢まつり

30 10/1 2 3 4
Googleマップ
を活用した最新
の実店舗集客セ
ミナー

5
青年部創立30周
年記念式典・祝
賀会

SEP OCT 会議所カレンダー９ 10

●当所事業　●外部事業　●各種イベント　●商工会議所議員選挙関係

コロコロ変わる心をコロコロ変わる心を
安定させるのは難しいけれど、安定させるのは難しいけれど、

 
姿勢を整える習慣を身につけるだけで姿勢を整える習慣を身につけるだけで

 
心も整うようになる。心も整うようになる。

 

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」など、数々の題字を手
掛ける。講演活動やメディア出演、著書出版も多数。
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、書道ワークショップを開催。15年には、カリフォルニアにて個展開催、
17年にはワルシャワ大学にて講演など、世界各国で活動する。
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/

83
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株式会社 W
ワンド

AND
代表取締役

 岡
おかやま

山　拓
たくや

也さん（37歳）

インターネットと農業で
十和田市を元気に！！

この仕事を選んだ理由
　東京でＩＴ関係の仕事に就いていましたが、将来は

地元で働きたいと思っていました。地元に戻るため、

東京で仕事をしながら通信制の大学に通い、教員免許

の取得を目指していた時期もありました。

　しかし、自分で商売がしたいという思いが強く、や

るからには十和田市にはない新しい産業をやりたいと

思いました。十和田市は一次産業が盛んなことに目を

付け、大学時代にインターネット販売の研究をしてい

たこともあり、農作物をインターネット販売する会社

を立ち上げました。

 

苦労の連続
　創業当初は農業の知識もなく、本当に「ゼロ」から

のスタートでした。農家さんへ地道に営業をしました

が、当時、ネット販売は主流ではなく、なかなか理解

してもらえませんでした。

　そこで、まずは農業についての知識を身に着けよう

と思い、農家さんのお手伝いをするなど積極的にコ

ミュニケーションを取る中で、品質は良いのに規格外

で捨てられてしまう商品があることに気が付きまし

た。この捨てられてしまう商品に価値を付け販売する

ことが出来れば農家さんも自分たちも潤い、幸せにな

れると確信しました。

 

自社の強み
　ネット販売は、お客様の声が直接聞けるということ

が強みだと思います。初めのうちはクレーマーのよう

なお客様も、真摯に向き合うことで自社のファンに

なってくれたりもします。その結果、リピート率の向

上にも繋がっていると思います。

 

趣味は
　釣りとゴルフです。最近、釣り用に２馬力のエンジ

ンとゴムボートを購入したのですが、まだ行けていな

いので時間を作って行きたいと思っています。

　あと、ゴルフですが、全然うまくならなくて。スイ

ングがダサいみたいで、友人達に良くいじられます

（笑）。スコアは安定の110点台です（笑）。

 

地域に貢献
　まだまだ十和田市で知名度は低い会社ですが、青森

県十和田市の良いものや魅力を世界に発信していま

す。これからも地元の活性化の一翼を担えるような会

社にしていきたいと思っています。

1982年十和田市生まれ。三本木高等学校、文教大学情報学部卒業。

ITベンチャー企業でネットワーク構築の営業職を経験した後、2011

年に地元食材をインターネットネット販売する㈱ＷＡＮＤを起業、現

在に至る。十和田商工会議所青年部、（公社）十和田青年会議所、上

十三地区法人会青年部、十和田おいらせ農業協同組合青年部に所属。

代表取締役：岡山　拓也

所 在 地　：十和田市東十二番町18-31

Ｔ Ｅ Ｌ　：0176-27-6234　　ＦＡＸ：0176-27-6227

H 　 P　：https://www.rakuten.co.jp/world-wand/

会社概要

プロフィール
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　当商工会議所では、８月20日、市に対する今年度の

要望書を小山田市長へ提出し、実現に向けた積極的な

取り組みを求めた。

　今回は、新規９項目を含む33項目を要望。このう

ち、亀屋跡地に整備が進められている交通拠点の早期

整備と十和田湖畔及び焼山地区の空き家対策の２点を

重点事項とした。要望内容は次の通り。

地域経済活性化に向け地域経済活性化に向け
33項目を要望33項目を要望

市へ要望書を提出市へ要望書を提出

１. 十和田市交通拠点整備事業の早期整備促進
〈要望内容〉
　亀屋跡地に整備が進められている当該事業は、第

２期中心市街地活性化基本計画の目玉事業に位置づ

けられ、交通の利便性向上はもちろん、賑わいの創

出や市内外からの民間投資に繋がる起爆剤としても

大いに期待がもてる事業だと考える。路線バスや高

速バス等の乗り入れを想定しているため、待ち時間

に飲食等ができるような工夫も含めた事業の推進を

図りながら、早期整備と進捗状況等情報の公開をお

願いしたい。

２.十和田湖畔及び焼山地区の空き家（空き店舗）対策
〈要望内容〉
　インバウンドの増加に伴う交流人口の拡大が進む

中、多くの観光客が訪れる十和田湖畔や焼山地区に

は、放置された空き家（空き店舗）が多く存在する。

2015年に空き家対策特別措置法が施行されたが改善

は進まず、景観を壊し観光客再訪の妨げの一因とな

るばかりではなく、倒壊や不審火などの危険因子と

もなることから、インバウンドによる更なる交流人

口の拡大を図るためにも早急な対策をお願いしたい。

重 点 要 望 事 項

石川会頭から小山田市長へ要望書を提出

Ⅰ . 中心商店街の活性化に向けた支援
１. 十和田市中心市街地活性化基本計画の推進と

　　新規及び既存の商店街イベント等、各種活性

　　化事業に対する市補助による積極的な支援

 

Ⅱ . 生活し易いまちを目指して
１.市内道路網の整備

①スクールゾーン（通学路）におけ

る除排雪対策

②（仮称）十和田市屋内グラウンドの駐車場整

備と周辺の歩道を含めたアクセス道路の整備

③雪解け後における道路の補修工事

④市道下平２号線のハッピードラッグ十和田元

町東店前交差点付近の交通渋滞緩和と安全確

保のため、道路及び橋等交差点における早期

改良計画策定と早期整備促進

⑤市中心部から上北自動車道へのアクセス道路

の整備促進

⑥通学路としても利用されている市内切田地区

へ行くための主要道路（後沢商店付近）の道

路拡幅整備促進

⑦主要地方道三沢十和田線の渋滞緩和と安全確

保のため、十和田観光電鉄鉄路跡地を活用し

た同路線拡幅と交差点改良の早期整備促進

１）十和田市内から旧古里駅付近までの道路

　　拡幅と自転車歩行者道の整備促進

２）旧ひがしの団地駅付近の交差点改良の早

　　期整備促進

⑧十和田市都市計画道路下平・東小稲線について

１）事故防止対策の早期検討

２.生活環境の整備

①市指定雪捨て場入口の除雪対策

②十和田湖畔及び焼山地区の空き

家（空き店舗）対策（重点）

 

Ⅲ . 観光資源の整備
１.市庁舎別館５階展望台への無料 Wi-Fi の整備

２.中心市街地における Wi-Fi 接続可能エリアの拡大

３.「（仮称）十和田歴史館」の早期整備促進

４. 全国規模の催事の誘致及び誘客を可能とする

　   ためのトータルデザインの構築

５. 民間観光関連施設における多言語化に取り組

全 要 望 事 項
※青文字は新規要望項目
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　む事業への支援制度の継続

６.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

７. 東北新幹線八戸駅及び七戸十和田駅から十 

　　和田市内への観光誘客の促進

 

Ⅳ . 地域経済活性化対策の推進
１.市街地循環バス等の周知方法及

　　び市内観光地間のアクセス方法

　　の周知

２.十和田市交通拠点整備事業の早期整備促進

　　（重点）

３. 公共工事に係る働き方改革関連法施行に伴 

　　う対応策の検討

４. 公共工事施工時期の平準化と工事障害物件 

　　の事前解決

５.野外スポーツ施設照明のＬＥＤ化

６.老朽化した埋設配管の更新

７.十和田市新相撲場建設促進

８. 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元請け業者への地元専門業者の第一次下請け

の積極的指導

②今後十和田市が計画する建築物等に

ついての地元専門業者への直接発注

９. 公共工事における交通誘導警備員（ガードマ

　　ン）の積算方式の検討

10. 高齢ドライバーの交通事故防止に向けた運転

　　免許証自主返納を促す環境整備の促進

11. ディスポーザ設置にかかる費用の助成制度の

　　検討と周知活動の継続

12. 中小企業・小規模企業者の成長・持続的発展

　　に向けた地域経済活性化策への支援

13. 安全・安心なまちづくりに向けた

　　市内の道路や駐車場等における公

　　的な外向け防犯カメラの増設

協力と支援を求め、竹島市議会議長へも要望書を提出

　当所建設部会（田中進部会長）では、８月１日、地

域の発展と会員建設事業者の健全な発展に向けた建議

活動の一環として国や県に対する今年度の要望をとり

まとめ、国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務

所（同十和田国道維持出張所経由、以下：国交省）及

び青森県上北地域県民局（以下：県民局）へ要望書を

提出した。要望内容は次の通り。

道路整備など８項目を要望道路整備など８項目を要望
建設部会が要望活動建設部会が要望活動

岩
間
副
会
頭
か
ら
楠
美
県
民
局
長
へ
要
望
書
を
提
出

援

①一般国道102号沿い（ポニー温泉から十和田西高等学校入口）の歩道整備促進及び冬期間の除排雪体制

の拡充

②後沢商店付近（県道45号線十和田三戸線と市道吾郷４号線）の道路拡幅と交差点改良等の整備促進

③主要地方道三沢十和田線の渋滞緩和と安全確保のため、十和田観光電鉄の鉄道跡地を活用した同路線拡

幅と交差点改良の整備促進

１）十和田市内から旧古里駅付近までの道路拡幅と自転車歩行者専用道路の整備促進

２）旧ひがしの団地駅付近の交差点改良の早期整備促進

④市中心部から上北自動車道へのアクセス道路の整備促進

⑤一般国道４号野崎交差点の改良整備促進

⑥青森県南地区と青森、下北地区を繋ぐ高速交通体系の整備促進

⑦国道103号「惣辺バイパス」の第三期工区「焼山～惣辺」区間の早期整

備促進

⑧道路照明灯のLED化

※県民局へは①～⑧（うち、⑤、⑦は整備促進の支援方）を、国交省へは⑤～⑧を要望。
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【お問合せ先】十和田税務署法人課税第一部門
　　　　　　　TEL　0176-23-3997(法人課税部門直通)

開催日時　 ９月25日（水）　10:30 ～ 11:30、13:30 ～ 14:30
※いずれの回も一般事業者を対象とした説明内容になります。

　　　　10月30日（水）　10:30 ～ 11:30、13:30 ～ 14:30
※午前は一般事業者、午後は農業者を対象とした説明内容に

　なります。

※両日とも席に限りがありますことを予めご了承ください。

会　場　十和田奥入瀬合同庁舎　１階共用会議室

　　　　（十和田市西二番町 14-12）

事業者向け改正消費税説明会を開催します

消費税軽減税率に対する準備はできていますか？ － 4－
10月１日から実施

　消費税率の引上げ、そして軽減税率制度の実施までいよいよ１ヵ月を切りましたが、対策はお済みでしょう
か？本誌では、６月号より軽減税率対策に関する記事を掲載してきましたが、実施前最後となる今月号では、
対象品目の判断に迷いそうなもの、紛らわしいものなどについて例を挙げ紹介します。取引先や顧客とトラブ
ルが生じないように、事業者に不利益とならないように、制度が始まるまでに最終確認しましょう。
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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

　十和田市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、あおもりUIJターン就
職支援サイト「Aomori-job」へ登録し、東京圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）からの採用者を確保

しませんか？登録は無料、手続きも簡単です。

Aomori-job（アオモリジョブ）とは…
　進学や就職などで青森県を離れたけれど、地元に戻って働きたいと考えている方や

青森県への移住を考えている方の就職を支援するサイト。

　県外在住の学生や求職者などに、県内の企業・求人情報などの発信をしています。

対象法人の要件
（１）官公庁などでないこと

（２）資本金10億円以上の法人でないこと

（３）みなし大企業でないこと

（４）本社所在地が東京圏以外の地域または条件不利地域※にある法人であること

（５）雇用保険の適用事業主であること

（６）風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律に定める風俗営業者でないこと

（７）暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

対象求人の要件
（１）週20時間以上の無期雇用契約であること

（２）勤務地が青森県であるもの

申込方法
登録申請書に必要事項をご記入の上、お申込みください。登録申請書は、市役所、十和田商工会議所に設置

しているほか、青森県のホームページからダウンロードできます。

【お問合せ先】青森県商工労働部労政・能力開発課　TEL 017-734-9398

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
　東京圏から十和田市へ移住し、就業した方の経済的負担を軽減するため、あおもり UIJ ターン就職支援サ

イト「Aomori-job」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方または青森県起業支援金の交付決
定を受けた方に、最大100万円の移住支援金を支給します。

対象者の要件
●移住元（東京圏）に関する要件（（１）または（２）に該当すること）
（１）住民票を移す直前に、連続して５年以上、東京23区に在住していた方

（２）住民票を移す直前に、連続して５年以上、東京圏（条件不利地域※を除く）に在住し、かつ、住民

票を移す３カ月前の時点において、連続して５年以上東京23区に通勤していた方

●移住先（十和田市）に関する要件（（１）～（３）の全てに該当すること）
（１）平成31年４月１日以降に十和田市に転入した方

（２）移住支援金の申請時において、十和田市へ転入後３カ月以上１年以内であること

（３）移住支援金の申請日から５年以上、継続して十和田市に居住する意思がある方

●その他
「十和田市 UIJ ターン移住就職奨励金」の交付を受けていないことなど

注）上記以外にも必要な要件がありますので、移住情報発信ポータルサイト「日々コレ十和田ナリ」をご

覧いただくか、お問合せください。

支援金額　世帯で移住の場合 100万円、単身で移住の場合 60万円

申込方法　交付申請書に必要書類を添付の上、お申込みください。必要書類などは、市ホームページをご覧い

ただくかお問合せください。

申込期限　令和２年１月31日（金）

【お問合せ先】十和田市政策財政課地方創生・定住自立圏係　TEL 0176-51-6712

※条件不利地域については、市ホームページをご覧いただくか、お問合せください。

こと

方

と

詳しくはQRコードか
らご確認ください。



8　FRONTIER　2019.9

●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

　七夕の日、７月７日に第４回十和田湖マラソン大
会を開催しました。当日は曇りで涼しく、とても走
りやすい環境でした。ランナーの半分は青森県外か
らの登録でしたが、今年は欧米・アジアからの外国
人ランナーも目立ちました。
　十和田湖マラソンは、休屋から宇樽部までの旧道
を走る「激坂」コースが名物となっていますが、そ
れと並んでランナーが絶賛するのが「子どもが主役
のおもてなし」です。第１回大会から全校で参加し
ている十和田湖小中学校と十和田第一中学校をはじ
め、十和田西高校、北里大学の学生ボランティアが、
今年もあらゆる場面で大活躍してくれました。
　子どもたちと触れ合ったランナーからは『ラン
ナーに優しい、おもてなしいっぱいの素晴らしい大
会でした』、『ゴール地点から最後の遊覧船での出迎
えは、どの大会でもない、感動のハイタッチでした。

涙が出そうでした』、『過去に参加した大会の中で一
番の思い出になりました』といった声が届いていま
す。また、十和田第一中学校には、県外のランナー
から直接感謝の手紙が届いたそうです。
　十和田湖マラソンは、大規模なマラソン大会とは
一線を画し、手作り感を大切にして、さらには「子
どもが主役のおもてなし」という十和田スタイルを
貫いてきました。その結果、ランナーの心をがっち
りと掴むことができたのです。約500名のランナー
の一人一人が「また来たい」と思い、帰ってから周
りにも「いいね！十和田湖！」と伝えたはずです。
　こうしたコアなファンの獲得を地道に続けていけ
ば、マラソンをきっかけにして、十和田湖観光で新
しい魅力の発信が実現できる、そう確信しています。

観光委員会

委員長　十
と し な い

枝内　　 亘
わたる

（（弁）十枝内総合法律事務所）

十和田湖マラソンを通して
地域の魅力発信！

【遊覧船ハイタッチお出迎えの動画】
ＢＧＭは、青年部30周年記念事業として十和田市出身
の作曲家・野坂公紀氏に依頼し、作曲していただいた
十和田湖マラソン大会テーマ曲です。
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Information ～お知らせ～
花巻市探訪ツアー参加者募集

簿　記（第153回１～３級）
　検 定 日：11月17日(日)　
　申込期間：10月１日（火）～10月25日（金）
リテールマーケティング＜販売士＞（第85回１～３級）
　検 定 日：令和２年２月19日(水)
　申込期間：12月16日（月）～令和２年１月24日（金）
そろばん（第127・217回段位・１～３級）
　検 定 日：10月27日(日)　
　申込期間：９月26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

友好都市30周年
記念事業

　当所で開設している日本政策金融公庫の定例金融相
談の９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：９月12日（木）・26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

事 業 所 名
所在地 代表者名 部　会
営業内容 TEL

ア ー ト 美 容 室
十和田市東三番町 35-21 野村　せい子 厚生部会

美容業 0176-22-6285

㈱ カ ネ キ
十和田市東十二番町 5-20 似鳥　明徳 建設部会

建設（左官）業 0176-23-2236

新入会員インフォメーション　　　　 会員数 1,158件（９月１日現在）

十和田商工会議所会員募集中 !!
　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、支店を問わず入会する

ことができます。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もお

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

　十和田市開拓の祖「新渡戸傳」ゆかりの都市として、

平成元年10月10日に岩手県花巻市と「新渡戸友好都市

提携盟約」を結び、今年度は30周年を迎えます。友好

都市・岩手県花巻市を訪れ、歴史文化に親しむツアー

の参加者を募集します。

開 催 日　11月９日（土）

集合場所　十和田市役所東側

行　　程　花巻市新渡戸記念館→金婚亭→宮沢賢治童

話村→昭和の学校

定　　員　60名（先着順）

費　　用　高校生以上3,500円、中学生以下1,500円

申込期限　９月30日（月）

【お申込み・お問合せ先】
㈱十和田観光電鉄観光社　TEL 0176-23-6102

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

当所会員限定
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

当地域を訪れる外国人観光客も年々
増えているようですが、もしも「コー
ンは日本語では何て言うの？」なん
て聞かれたら。
“とうもろこし”と伝えるべきか、“き
み”と伝えるべきか…。 （tkr）

〔きみの名は〕

牛小屋の牛も黙りし旱
ひでり

かな 陽　子

　　人間も同様。口を開くのも億劫です

丸出しの石も川原の旱
ひでり

かな 政　子

　　暑かった夏も過去のこと

童謡のやうに日暮れて赤とんぼ 五　月

　　夕焼け小焼けの・・・♪

銀やんま何があっても水平に 晃　

　　最近の子供たちはとんぼ捕りをしなくなりました

さわやか俳句

（協力　すばる俳句会）

１枚写真館

つぶやき
「体力維持」

先日、新幹線に乗って孫がやって来た。
たかだか２～３泊だというのに、
日に日に成長が著しい。
伝え歩きから、次の日には初の一人歩き・・
孫の成長に目をみはる。
他方この私、すっかり老け込んでしまい、
運動も面倒くさがるように。
しかし孫を見て、それでは遺憾と思いランニングを始める。
その甲斐あってか、５年振りにハーフマラソンに出場。
結果はどん尻ではあったが、再びマラソンにハマる・・・か？
秋口には３レースほどエントリーしようか・・・と、考えている。

（A）

お知らせ

　本誌FRONTIERでは、皆様
からの情報を随時募集しており
ます。掲載してほしいお店や人
物など、自薦他薦問わずお待ち
しております。
十和田商工会議所
広報係まで　TEL　24-1111
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