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　4　絢爛な山車と勇壮な十和田囃子の共演　十和田市秋まつりが開催
　3　〈この人に聞く〉　㈲照井自動車工業　代表取締役　照井 伸良さん
　6　〈快進撃企業に学べ〉健やかに暮らす家づくりをする「エコ建築考房」
　7　会員限定　プレスリリースサービスのお知らせ
　9　女性会インフォメーション　全国鹿児島大会に参加して
10　建設部会視察研修のお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈱新山運送
12　〈キラめけっ未来の主役〉　田中建設㈱　山端 愛さん

岩間印刷さんの前の竹林です。竹は今が春。

白雲の白輝やけり竹の春　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

６ ７
第４回常議員会
合同部会

８ ９
下請かけこみ寺
無料相談会

10
定例金融相談
創業相談
県連幹事会

11
第２回選挙委員
会

立候補届出受付
締切

12

13
第24回とわだ駒
街道マラソン大
会

14 体育の日 15
立候補辞退期限

16
労働保険適正加
入推進員研修

17
第６回マル経審
査会

18
消費税軽減税率
対策窓口相談事
業経営指導員向
けブロック別研
修会

19

20 21 22 即位礼正殿の儀 23
事業引継ぎ定例
個別相談会

24
定例金融相談
創業相談
奥入瀬渓流マイ
カー交通規制

（～27日）

25
小企業者記帳指
導協議会

選挙日

26
奥入瀬渓流エコ
ロードフェスタ

（～27日）
ハロウィン2019in

とわだストリート
フェスタ

27
第217回珠算検
定試験・第127
回段位認定試験

28 29
合同部会（十和
田市との懇談会）

30 31 11/1
第２回臨時議員
総会（組織会）

２
第50回十和田市
民文化祭（～３
日）

３ 文化の日 ４ 振替休日 ５ ６
警友会１日警察
署長体験

７ ８ ９

OCT NOV 会議所カレンダー10 11

●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

不安は、不安は、
態度や表情から生まれることが多いのだから態度や表情から生まれることが多いのだから

 
まず堂々としたまず堂々とした

態度と表情をすることからはじめよう。態度と表情をすることからはじめよう。
 

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/

84
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有限会社 照井自動車工業
代表取締役

 照
てるい

井　伸
のぶよし

良さん（48歳）

コンプライアンスを徹底し
より良い会社に

この仕事を選んだ理由
　家業を継ぐことが決まっていたため他に選択肢はあ

りませんでした。大学卒業後、自動車の短期大学で２

年間勉強し入社。５年ほど前に代表取締役に就任しま

した。入社当初は現場に出て仕事をしていましたが、

代表者の立場になると、その頃とは違う目線で仕事が

見えるようになりました。昔は忙しすぎて仕事を断る

こともありましたが、今はいただいた仕事はどんな仕

事でも断らないようにしています。

 

自社の強み
　国産・輸入車を問わず様々なメーカー・車種の点検

整備や修理を行えることだと思います。また、建設機

械や油圧機械を扱えることも強みだと思います。

　

多趣味です
　サッカー、ゴルフ、釣り、麻雀、競馬とやっていま

す。好きなことや興味のあることはすぐ始めてしまう

性格なんです（笑）

 

実は最近はじめたこと①
　今年から本格的にゴルフを始めました。まだ始めた

ばかりですが、スコア90切りを目標に毎日練習してい

ます。

 
実は最近はじめたこと②
　今年から仲間と競技麻雀リーグを発足させました。

20名くらいが参加し、年間20試合近く行っています。

 

業界の今
　どの業種にも言えることだと思いますが、人材不足

や社員の高齢化が深刻な問題となっています。弊社で

は、いくら忙しくても残業なしで、休日も既定の日数

を取れるように徹底しています。

 

会社からのお知らせ
　青森県は全国的に見て、定期点検を受ける割合が低

い傾向にあります。定期点検は自動車に乗る人の義務

です。フロントガラスに貼ってある丸いステッカーの

日付が点検の満期日です。満期日を過ぎていると違法

になりますので、是非ご確認いただき、お近くの整備

工場で点検を受けてください。弊社ではいつでもご対

応いたします。

1971年十和田市生まれ。三本木小学校、三本木中学校、三本木高等

学校、石巻専修大学、北海道自動車短期大学卒業後、㈲照井自動車工

業に入社。2014年代表取締役に就任し現在に至る。

十和田商工会議所青年部、中小企業同友会、十和田東ロータリークラ

ブに所属。

代表取締役：照井　伸良

所 在 地　：十和田市西二十三番町47-30

Ｔ Ｅ Ｌ　：0176-23-2661　　ＦＡＸ：0176-23-3433

会社概要

プロフィール
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　９月６日～８日に開催された十和田市秋まつ

り。豪華絢爛な山車と勇壮な十和田囃子の織り

成す情景が、見る人の感動を誘った。今年は天

気にも恵まれ、真夏を思わせるほどの暑さの中、

まさに熱気に満ち溢れた３日間となった。

令和元年度

十和田市秋まつり暑かった

　熱かった

西茜会
源平　屋島ノ戦い

若葉地区四町内会祭典委員会
「大江山」源頼光と四天王による鬼退治

並木祭典会連合会
十和田湖伝説

東部金崎 東小稲祭典委員会
令和の干支　猪と仲間たち

元町ちとせ町内会祭典委員会
連獅子

南町内会祭典委員会
関ヶ原を駆ける大谷刑部少輔吉継

公園街祭典委員会
道成寺

中央町内会わ組
御所車

西小稲祭典委員会
雪　女

上金崎町内会
歌舞伎十八番　勧進帳・安宅の関

南小稲祭典委員会
三国志演義　桃園の誓い

市 長 賞
会 頭 賞

（山車・太鼓車審査）

山車市長賞

金 　 賞

議 長 賞
観光機構理事長賞
（運行審査）

山車市長賞

銀 　 賞

青森テレビ社長賞

青い森信用金庫
理事長賞

十和田おいらせ農協
組合長賞

東奥日報社
社長賞

デーリー東北
社長賞
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西十一番町町内会
川中島の合戦

切田創遊会
消防の歩み

あけぼの祭典委員会
「天下布武」第六天魔王　織田信長

まつり徒 三本木

寺向町内会祭典実行委員会
百鬼夜行

藤坂祭典会藤坂祭典会
本能寺の変本能寺の変

相坂上祭会相坂上祭会
黒姫伝説黒姫伝説

青森放送社長賞

稲生川土地改良区
理事長賞

市町内会連合会
会長賞
山車市長賞
銅　賞
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健やかに暮らす家づくりをする『エコ建築考房』
人を大切にする経営学会　会長　坂本光司

　愛知県一宮市に株式会社エコ建築考房という社名

の注文住宅メーカーがある。創業は、今から21年前

の1998年。現社長である喜多茂樹氏の義理の父に当

たる髙間利雄氏が、ある住宅メーカーを脱サラして

スタートした。

　創業のきっかけは、家族の健康に悪い影響を与え

るような合板や集成材、さらにはビニールなどの化

学製品が多用された住宅を建てていいのか、売って

いいのか、という強い思いである。

　真に家族の健康づくり・だんらんづくりの役に立

つ住宅を提供したいという、創業の精神・思いは、

当初、市場になかなか評価されず苦労したが、その

後、娘婿である他業界出身の喜多氏が入社し、2012

年から、創業者の義父と喜多氏、社員が一丸となり

業務を見直し改善した結果、次第に市場で評価され

るようになっていった。

　喜多社長は、事業を承継するや否や、先代の創業

の精神である「国産無
む く

垢材による健康住宅」づくり、

「健やかに暮らす住宅」づくりを、より一層前面に

出すとともに、この間、社員はもとより協力事業者

と一体となって無理をしない誠実な

経営や、地道な地域貢献・社会貢献

活動を行ってきた。

　苦労と努力が実り、入社した12年

当時の社員数は９人であったが、そ

の後、年々増加して今や43人にまでなった。

　営業担当の社員は１人もいないが、同社の住宅づ

くりの変わらぬ基本姿勢と行動が口コミで広がって

いき、工期が他の住宅メーカーよりはるかに長い（平

均工期約７カ月）にもかかわらず、今や年間の新築

住宅戸数は30棟に達している。

　さらに驚くのは、同社の社員の約３分の１は同社

が住宅を建てたときの顧客で、中には同業他社から

同社にあえて転職した者もいる点だ。

　先日、機会があって、春日井市の住宅展示場（ナ

ゴヤハウジングセンター春日井会場）にある、同社

のモデルハウスを見学させていただいた。数あるモ

デルハウスの中でも看板やのぼりなどPRするもの

が何一つない、既に入居者がいるのではないかと勘

違いしそうな２階建てのモデルハウスであった。

　中に入ると、広々とした居住空間と、まるで森

の中にいるような木の香りが漂う素敵な住宅で

あった。それもそのはず、柱や土台、さらには梁
はり

などに使用されている部材の全ては、FSC（Forest 

Stewardship Council ＝森林管理協議会）の森林認

証（森林の管理方法や流通、由来する製品に関する

国際的な森林認証制度）を受けた岐阜県加茂郡東白

川村の山から切り出したヒノキや杉だという。

　「真の営業とは、営業をしない営業のことを言う」

という言葉にふさわしい、いい会社である。

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。

税のこと
知っておく

べき

平成31年度 税制改正⑤ 自動車税の税率引下げ（恒久減税）
　消費税率引上げ後に購入した新車から、小型自動車を中心に、自家用乗用車（登録車）に係る自動車税

率を恒久的に引き下げます。

税率区分 ～1,000cc以下 1,000cc超1,500cc以下 1,500cc超2,000cc以下 2,000cc超2,500cc以下 2,500cc超～

引下げ幅 ▲4,500円 ▲4,000円 ▲3,500円 ▲1,500円 ▲1,000円
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　新製品や新サービス、新技術の開発など、“メディアに取り上げられたい”という事業所の思いをサポー

トするため、十和田商工会議所では、国内外のニュースを広くメディアに提供・配信している共同通信のグルー

プ企業「共同通信 PR ワイヤー（以下：PR ワイヤー）」と提携し、事業所のプレスリリースを当所会員限定
の特別料金で国内のメディアへ配信するサービスを実施しています。是非、ご活用ください！

プレスリリースサポートのご案内十和田商工会議所

会員限定

メディアへの配信
　新聞や雑誌、テレビ、ラジオ、WEBメディアはもちろん、編集プロダクションや番組制作会社など、国内メディ
ア約2,250媒体・約3,300カ所が登録してあるメディアリストの中から、希望するメディアを選択してリリース
配信することができます。カテゴリもテーマやジャンル、エリア別に158種類に分類してあり、最適な配信先
の選択が可能。PRワイヤーでは、「受信を希望しているメディア」のみをしっかり確認・審査してメディアリ
ストに登録しているので、安心して利用することができます。
 
WEBサイトでの展開
　PRワイヤーが提携している報道機関を中心としたサイトへの転載のほか、配信先メディアだけが閲覧でき
る「プレスサイト」や一般公開している「オープンサイト」へもプレスリリースを掲載します。プレスサイト
とオープンサイトには、画像や You Tube 動画も掲載することができます。
 
ご利用料金

※会員限定特別料金の対象外となりますが、PRワイヤーでは、海外配信サービスも行っています。

 
お申込み方法
　本サービスのご利用には、PRワイヤーへの会員登録が必要です。十和田商工会議所会員専用の「PRWire
サービス新規会員登録WEBフォーム」（https://corp.kyodonewsprwire.jp/member/registraition?utm-source=
towada-cci　十和田商工会議所ホームページ（http://www.towada.or.jp/）からもアクセスできます）から会
員登録の手続きを行ってください。会員登録完了後は、会員サイトから24時間365日、いつでも国内メディア
にプレスリリースを配信することができます。
 
※上記特別料金は十和田商工会議所会員限定で適用されます。非会員事業所にはこの料金サービスは適用されません。

※配信先メディアでの紹介を保証するものではありません。紹介されるかどうかは、配信先の判断となります。

※ご登録いただく企業名でのみサービス利用が可能です（代理配信は不可）。

 
【お問合せ先】十和田商工会議所広報係　TEL ０１７６－２４－１１１１

十和田商工会議所会員利用料金（国内配信１回／税抜）

サービス名称 基本料金 配信料金 合計料金

基本サービス
国内メディア配信
＋提携サイト転載

40,000円 38,000円
78,000円

38,000円

サイト限定サービス
提携サイト転載のみ

20,000円
60,000円

20,000円

基本料金無料
十和田商工会議所

会員特典
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　８月27日に開催。任期満了に伴う当所議員の選挙日
程や補正予算に関する案件を審議し、全て承認された。
また、石川会頭が現任期をもって５期務めた会頭職を
退任する意向を表明した。

トピックス
第１回臨時議員総会

議
案
審
議
の
様
子

　９月11日・12日、東京都を訪れて実施。日本商工会
議所で十和田市の地域経済分析について解説していた
だいたほか、東京証券取引所（写真）や豊洲市場を視
察した。また、大相撲秋場所を両国国技館で観戦した。

議員研修
歓
迎
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
た
パ
ネ
ル
前
で

　９月12日に十和田シティホテルで開催。第１部は、㈱まち
づくり八戸の「まごころ宅配サービス」を事例に、買物弱
者支援サービスを学ぶ「買物サービス勉強会 in 十和田（青
森県主催）」を開催し、第２部は、懇親会で親睦を深めた。

十和田市商店街連合会 会員交流会
八
戸
商
議
所
の
藤
島
氏
が
講
師
を
務
め
た
勉
強
会

　十和田警察署員と会員との親睦行事の一環として、
９月14日にイーグルボウルで開催。スポーツを通じて
交流を図り、ゲーム終了後には、歴代の十和田警察署
長も交えて懇親会を開いた。

警友会 親睦ボウリング大会

プ
レ
ー
を
楽
し
み
盛
り
上
が
る
会
場

　６月に実施した検定試験で見事に達成した宮野優真
さん（小６・川上スクール）に、９月20日、賞状と記
念品を授与。宮野さんの次の目標は、11月に開催され
る十和田地区競技大会で１位を取ること。

日商珠算検定１級満点合格者表彰
珠
算
１
級
満
点
合
格
を
達
成
し
た
宮
野
さ
ん

　第13回大会が９月29日に開催。全国各地からの出場
者が準決勝、決勝のステージに臨み自慢の歌声を競っ
た。ほかに、チャレンジコーナーとして各種ステージ
イベントが披露され、会場を盛り上げた。

月がとっても青いから全国カラオケコンクール

歌
声
を
披
露
す
る
出
場
者
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林真理子氏林真理子氏

女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん

　９月６日に鹿児島市で開催さ

れた全国大会には、私たち十和

田女性会を含め、全国330女性

会から2,500名を超える出席者

がありました。

　式典では、創立50周年記念映

像の上映や女性起業家大賞の表

第51回全国商工会議所女性会連合会

鹿児島大会に参加して

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事務局 　TEL 0176－24－1111

大
会
歓
迎
パ
ネ
ル
の
前
で

彰式などが行われ、その後、記念講演会として、「私

の仕事から」と題し作家の林真理子氏が講演。ＮＨＫ

大河ドラマ「西郷どん」の原作者でもある同氏から、

執筆活動にあたり鹿児島市内で取材・研修した際の国

歌や日の丸の発祥、奄美大島での歴史調査などのエピ

ソードをユーモアたっぷりに語っていただきました。

　今回、開催地の女性会では、県内でも最大級規模の

大会となることから、誘致後は不安と葛藤でいっぱい

だったそうです。しかし、開催することで大きな経済

効果も生まれ、鹿児島を全国にアピールできる絶好の

チャンスと捉え準備を進めてきたとのことで、その気

持ちが伝わる素晴らしい大会だったと感じています。

参
拝
に
訪
れ
た
霧
島
神
宮
で

林真理子氏
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Information ～お知らせ～
建設部会視察研修

簿　記（第153回１～３級）
　検 定 日：11月17日（日）　
　申込期間：10月25日（金）まで
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
　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10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：10月10日（木）・24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

日　程　11月26日（火）～27日（水）

視察先　東京都（日本商工会議所、明治神宮・明治神宮

ミュージアム、増上寺、江戸東京たてもの園）

定　員　10名程度（先着順、定員になり次第締切）

参加費　30,000円前後（参加人数によって増減）

申込締切　10月25日（金）

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所建設部会事務局　ＴＥＬ 0176-24-1111

「消費税の軽減税率制度」・「年末調整関係事務」に関する説明会を開催します。

（※）「消費税の軽減税率制度」説明会のうち、10月30日（水）午後は「農業者」を対象とした説明内
容になり、それ以外は「一般事業者」を対象とした説明内容になります。
※席に限りがありますことを予めご了承ください。
【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）

開催月日 説明会名称 説明会
開始・終了時刻 会　場

10月30日（水） 消費税の軽減税率制度 10：30 ～ 11：30
13：30 ～ 14：30（※）

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）

11月12日（火）
年末調整関係事務 13：30 ～ 15：00 十和田市民文化センター

（十和田市西三番町２－１）消費税の軽減税率制度 15：10 ～ 16：00

11月13日（水）
年末調整関係事務 13：30 ～ 15：00 東北町コミュニティセンター＜未来館＞

（上北郡東北町字塔ノ沢山１－94）消費税の軽減税率制度 15：10 ～ 16：00

11月14日（木）
年末調整関係事務 13：30 ～ 15：00 三沢市国際交流教育センター

（三沢市大字三沢字園沢230－1）消費税の軽減税率制度 15：10 ～ 16：00

11月15日（金）
年末調整関係事務 13：30 ～ 15：00 野辺地町中央公民館

（上北郡野辺地町字野辺地１－15）消費税の軽減税率制度 15：10 ～ 16：00

11月27日（水） 消費税の軽減税率制度 10：30 ～ 11：30
13：30 ～ 14：30

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）
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

増税対応してないぞ、

俺の小遣い！

（tkr）  　

〔軽減税率の扱い !?〕

アンテナの少し斜めや野分晴れ 陽　子

　　青森県は被害がなくて一安心

突き抜ける男声合唱野分晴れ 萩　月

　　台風一過、声もさわやか

秋出水おくれて草の流れ来る 五　月

　　いろいろな物が流れてきます

砂土路川また崩れたり秋出水 永見子

　　昔はしょっちゅうでした

さわやか俳句

（協力　すばる俳句会）

１枚写真館

つぶやき
　木々も美しく色づきはじめ、秋が近づいてきました。秋と言ったら紅葉だ

けではなく、スポーツやアートはもちろん、観光もしやすい時期ですね。

　旅先でこそ、読書の秋！静かに自分の心と向き合う時間を味わいたい！

心地よい空間で本を読む、何にも代えがたい最高なひと時を楽しみたいも

のですが、消費税アップの今年の秋は軽減税率やポイント還元など、対応に

追われ、お堅い文書を読む、ある意味読書の秋？現実と理想のギャップ！

笑！ （Ｎ）

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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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！キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.101Vol.101

田中建設株式会社

山
やまはた

端  　愛
あい

 さん
（19歳）

この会社を選んだきっかけは
　高校時代に簿記やパソコンの資格
を取得していました。その時に企業
説明会で話を聞く機会があり、この
資格がいかせると思ったことや、担
当者も良い印象で楽しそうな職場だ
と感じたからです。
 
入社してみて
　入社当初は、「建設業」=「家を
建てる」仕事だと思っていましたが、
これだけではないということを知り、
これから入社を考えている学生さん
たちのためにも、このことを伝えら
れるようなPR活動をしたいと思い
ました。
　また、会社の雰囲気も良いですし、
同期入社の社員も多くいるので毎日
楽しく仕事をしています。
 
担当は
　総務課に所属しており主に社会保
険関係の事務や郵便物の処理などを

しています。社会保険関係の手続き
が難しく最初のころはできなかった
のですが、最近はできるようになり、
やりがいを感じています。
 
学生時代は
　部活を頑張っていました。この身
長（152㎝）ながらバレー部に所属
していて、スパイカーでした。ジャ
ンプした時にネットから１センチ手
が出るんです（笑）。
 
実は最近
　社会人になり自立したかったので
１人暮らしを始めました。料理はあ
る程度できるので、毎日自炊を頑張
りたいです。
 
やってみたいこと
　人前で話すことが好きなので、社
内行事（忘年会など）や社外行事な
どで司会をやってみたいと思ってい
ます。

　トラック事業にバス事　トラック事業にバス事
業と、物流・運送業に奔業と、物流・運送業に奔
走する新山運送で、この走する新山運送で、この
ほど新社屋が完成！ほど新社屋が完成！
　今年、35周年という　今年、35周年という
節目も迎えた中、新たな節目も迎えた中、新たな
気持ちでますます皆さん気持ちでますます皆さん
に求められる会社を目指に求められる会社を目指
します！します！

新山運送カラーの紫を基調とした車両ラインナップ新山運送カラーの紫を基調とした車両ラインナップ スタッフにも優しい明るく開放的な事務所スタッフにも優しい明るく開放的な事務所

株式会社 株式会社 新山運送新山運送株式会社 新山運送

株式会社 新山運送
代表取締役　新山忠男
十和田市大字大沢田字池ノ平23
TEL　0176－27－3201
FAX　0176－27－3805

一般区域貨物自動車運送事業、一般廃棄物収集運搬業
一般貸切旅客自動車運送事業、産業廃棄物収集運搬業


