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例年にない大雪には驚かされた。一面の白銀世界も北国ならではのこと。十和田工業高校裏の辺りの風景も美しい！

腰抜かすほど大雪の初景色　　晃
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自分の心に対して誠実かどうか。自分の心に対して誠実かどうか。
それが外への信頼となって実る。それが外への信頼となって実る。

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。書道家。東京理科大学理工
学部卒業後、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/

建国記念の日

天皇誕生日
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事業所概要

プロフィール
1981年十和田市生まれ。八戸工業高等学校、八戸工業大学エネルギー
工学科卒。自動車部品メーカーで12年間勤務。2015年に㈲小関麺興
商事に入社し、現在に至る。
令和３年度十和田青年会議所理事長を務める。

代表取締役：小関　力
本社所在地：上北郡六戸町大字折茂字今熊248-6
ＴＥＬ：0176-55-3991　　ＦＡＸ：0176-55-4017

この仕事を選んだ理由
　前職は、自動車部品のメーカーに勤務しており、神

奈川県に６年、宮城県に６年住んでいました。弊社に

は兄が勤務していたこともあり、十和田市に戻る予定

はなかったのですが、2011年の東日本大震災で被災し

たことが、仕事や今後について見つめ直すきっかけと

なりました。ちょうどその頃、高齢化による人手不足な

ど会社が大変な状況であることも聞いておりましたの

で、自分もどうにか会社の役に立ちたい、そして地元

のために働きたいと思い、地元に戻る決断をしました。

 

前職の経験が活きる
　現在は、工場で麺の製造を担当しているのですが、

その日の温度や湿度の影響で、麺は全く違うものに

なってしまいます。毎日、“同じもの”を作るために

微調整はとても重要なポイントとなりますが、その感

覚を覚えるまでが大変でしたし、まだまだベテランの

従業員には敵いません。

　しかし、工場の機械や電気関係などの修理は、プラ

ントエンジニアの経験からすべて自分で修理すること

が出来るので、会社にとってはプラスになっていると

自負しています。

　

趣味は
　キャンプ、釣り、冬はスノーボードです。子供と一

緒に遊べるものが趣味になっています。新型コロナウ

イルス感染症の影響で遠出する機会は減りましたが、

家の前にテントを張ってキャンプをするなど、子供と

一緒に楽しんでいます。

 

青年会議所（JC）理事長に就任して
　ＪＣの活動を通じて多くの仲間に出会い、多くのこ

とを学んできました。この経験を、次の世代に伝えて

いけたらと思っています。

　しかし、現在ＪＣは会員数も少なく、とても厳しい

状況にあります。そこで、令和３年度は「会員拡大」

と「ＪＣのブランディングの確立」を目標に、次の世

代がＪＣの活動をしっかりとできるような環境づくり

をしていきたいと思います。

　また、新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの

子供たちがなかなか外に出られない状況にあると思い

ます。そこで、青少年育成事業として、親子で外に出

られるような、現在のコロナの時代でも楽しめるよう

なイベントを企画できたらと思っています。

有限会社 小関麺興商事
製造課長

 小
こ

 関
せき

  英
ひで

 賢
まさ

さん（39歳）

様々な活動を通じて
地域の発展に貢献したい
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　令和３年度の税制改正大綱が昨年12月21日に閣議決定しました。法改正等を経て、ポストコロナに向けた経

済構造の転換・好循環の実現を図るため、「新たな日常」に向けた企業の経営改革を実現する投資促進やコロ

ナ禍から立ち上がる中小企業の成長支援・地域経済の活性化などに向けた税制が施行されます。

ウィズコロナ・ポストコロナの
　新しい社会と経済再生に向けて 令和３年度 税制改正のポイント

①中小企業者等の法人税の軽減税率の延長
　中小企業者等の法人税率について、所得金額年800万円以下は本則で19％に軽減されているが、租税特別
措置により更に15％に軽減されている税率の適用期限を令和４年度末まで２年間延長する。

②所得拡大促進税制の延長・要件簡素化
　新型コロナウイルスの影響により雇用環境が悪化する中、雇用を守り、個人消費の原資となる所得の拡大を図る
企業を後押しするため、適用要件を一部見直し・簡素化した上で、適用期限を令和４年度末まで２年間延長する。

③中小企業防災・減災投資促進税制の拡充・延長
　新型コロナウイルス感染症も含め、中小企業の自然災害等に対する事前対策の強化に向けた設備投資を後
押しするため、対象設備を追加した上で、適用期限を令和４年度末まで２年間延長する。

対 象 者　令和５年３月31日までの２年間に自然災害等に対する防災・減災対策をとりまとめた「事業継続
力強化計画※」等の認定を受けた中小企業者等

支援措置　特別償却20％（投資を前倒す観点から３年目（令和５年４月１日以降）に取得等する資産は18％）

対象資産　「事業継続力強化計画」等の認定を受けた日から１年以内に取得等をする以下の設備
※事業継続力強化計画…中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度。認定を受けると、税制

措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられる。

④法人版事業承継税制の要件緩和
　中小企業経営者の高齢化を踏まえ、相続時の後継者役員就任要件の緩和（①先代経営者が70歳未満（現
行：60歳未満）で死亡した場合、または、②後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている者で
ある場合、役員就任要件は課されない）

今回掲載した内容は、誌面の都合上、一部の項目のみです。機会をみてほかの項目についても掲載したいと考えています。
（参考資料：日商　令和３年度税制改正のポイント、経済産業省　令和３年度税制改正について）

〈現行〉 〈改正案〉
【通常要件１】
継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5％以上

かつ
【通常要件２】
給与等支給総額（企業全体の給与）が前年度以上
⇒給与等支給総額の増加額の15％を税額控除

【上乗せ要件】
継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5％以
上であり、所定の要件※を満たすこと
⇒給与等支給総額の増加額の25％を税額控除

【通常要件】
給与等支給総額（企業全体の給与）が前年度比で
1.5％以上
⇒給与等支給総額の増加額の15％を税額控除

【上乗せ要件】
給与等支給総額（企業全体の給与）が前年度比で
2.5％以上であり、所定の要件※を満たすこと
⇒給与等支給総額の増加額の25％を税額控除

対象 本則税率  租特税率
中小法人

（資本金１億円以下の法人）
年800万円超の所得金額 23.2％ ー
年800万円以下の所得金額 19％ 15％

減価償却資産の種類
（取得価格要件） 対象となるものの用途または細目

機械および装置
（100万円以上）

自家発電設備、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプ
（これらと同時に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む）

器具および備品
（30万円以上）

自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備、
感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ

建物附属設備
（60万円以上）

キュービクル式高圧受電設備、変圧器、電力供給自動制御システム、貯水タンク、格納
式避難設備、防水シャッター、無停電電源装置（UPS）など

（これらと同時に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む）

※次のいずれかを満たすこと。①教育訓練費が対前年比 10％以上増加、②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けて
おり経営力向上が確実になされていること。
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　新型コロナウイルスの感染拡大

による緊急事態宣言の発令、営業

の自粛要請、国民の自粛による経

済活動の停滞。多くの事業者が、

その対応に苦慮しています。十分

なワクチンの開発・普及にもまだ

時間がかかることが予想され、今

後のさらなる感染拡大や変異種の

感染も心配されるところです。事

業者の経営にも甚大な影響が出て

います。

　このような環境の下、事業者（経営者）は、自社施設

内で罹患者が発生しないよう細心の注意を払い、営業

を継続し経営を守っています。しがしながら、そのよ

うな努力を行っても、万が一感染者が発生してしまっ

た場合は事業を休業せざるを得ません。そうなると売

上の減少につながり、さらなる大きな経営上の影響を

受けることになります。だからこそ「事前の対策」が

重要となります。

　“自社施設内で罹患者が発生したことを想定し企業

として求められる対応を理解する”、それに備えるこ

とで、万が一の事態でも落ち着いて早期の事業展開に

つなげることができ、経営への影響を最小限に留める

ことが可能となります。感染者が発生した場合の「流

れ」は、図１のとおりです。

　ここで理解しておかなければならないポイントは

２点です。１点目は、罹患者が発生した場合、保健所

の指示に基づいて消毒作業を手配し実施することで、

消毒作業が完了するまでは営業の再開はできないとい

うこと。もう１点は、消毒などの必要な対応の完了後

でも、感染拡大防止の観点から、勤務する従業員の感

染有無を確認することが求められるということです。

　こうした「消毒」や「従業員のＰＣＲ検査」にかかる

費用は、事業者にとって想定外の支出となり、営業が

できない中、大きな負担となります。（図２）

　これらの費用はスムーズな事業再開のために必要な

費用です。また、従業員の健康を守り。安心して働い

てもらうためにも必要な費用です。高額にはなります

が、企業経営上、必要不可欠なものです。

◆感染上のＢＣＰ・事業継続力強化につなげる
　ウィズコロナの時代に全国の商工会議所会員事業者

の経営を支えるのが、日本商工会議所が契約者となっ

て取扱損害保険会社と契約する「ビジネス総合保険制

度」です。この保険制度はスケールメリットを生かし

た割安な保険料水準となっており、2021年１月以降の

始期契約から補償範囲を拡大し、「新型コロナウイルス

感染症の罹患者が発生してしまった場合のリスク」に

対する備えが可能となっています。

　同感染症の罹患者が自社施設内で発生した場合、休

業による損失を補償することに加え、消毒及び従業員

に関係するＰＣＲ検査に要する費用などが補償される

ようになります。同制度の加入によって、保険金の支

払いという形で資金確保の手段が得られるため、同感

染症に関する事業継続計画（ＢＣＰ）強化につなげる

ことができます。

◆感染症だけでなく風水害時にも
　もともと同保険制度は、同感染症に限らず、各事業

者の事業継続力を高めるリスクファイナンスの手段を

提供することを理念として創設されたものであり、全

国各地で頻発している豪雨災害や台風による風水害な

どの突発的な自然災害や火災などに見舞われた際の事

業休業に伴う売上高（利益）減少に対応する補償を商

工会議所として初めて導入した保険制度です。「自然災

害」で事業に影響があった場合に、その事業継続を支

援できる補償内容となっています。新型コロナウイル

ス感染症だけではなく、今後も発生が予想される大規

模自然災害に備えて、リスクファイナンスの観点から

も手当をしておくことが重要です。

※「全国商工会議所ビジネス総合保険制度」の引受保険会

社各社は、日本商工会議所の保険制度のＨＰをご確認

ください（https://hoken.jcci.or.jp）。制度の詳細につ

きましては、引受保険会社各社へ直接ご連絡ください。

　（記事本文・図表は日本商工会議所・会議所ニュース第
2685号の東京海上日動火災保険㈱特別寄稿より引用）

「感染症補償特約」は保険の対象となる施設で感染者が発生し休業した場合の休業損失や各種費用が補償の対象となります。

自然災害に対応・ビジネス総合保険制度～感染症休業時の支えに

新型コロナウイルス感染症のリスクに備える
理財・情報部会

ワンポイント情報
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　食品衛生法の改正により、原則全ての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組んでいただくこ

とになります。今回は、小規模営業者等が実施しなければならない衛生管理を中心に、その内容を紹介します。

令和３年
６月１日から完全施行 HACCPに沿った衛生管理が制度化

ＨＡＣＣＰとは

対象事業者

　食品の製造・加工工程における食品の安全を損なう要因を特定し、特に重要な工程を連続的に管理すること
により食品の安全を確保する管理手法のこと。国際的に認められている手法で、ＨＡＣＣＰを導入することで問
題のある製品の出荷を未然に防ぐことができ、万が一、事故が発生した場合も原因の追究がしやすくなります。

　全ての食品等事業者（食品の製造・加工、調理、販売等）が対象。このうち小規模営業
者等は、「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」を実施する必要があります。

小規模営業者等…
〇食品を製造・加工等をし、併設・隣接する店舗で小売販売する営業者（例：菓子製造販売、食肉販売、魚介類販売等）
〇飲食店営業又は喫茶店営業を行う者、その他の食品を調理する営業者（そうざい製造業、パン製造業、学校・病院等の営
業以外の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む）

〇包装された食品のみを貯蔵、運搬又は販売する営業者
〇食品を分割して包装し、小売販売する営業者（八百屋、米屋、コーヒー等の量り売り 等）
〇食品の製造、加工、貯蔵、販売、処理等を行う営業者のうち、食品等の取扱い従事者が50人未満の事業場
　（事務職員等の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない）
　ただし、以下に該当する場合は食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければなりませんが、衛生管理計画の作
成及び衛生管理の実施状況の記録とその保存を行う必要はありません。

●食品衛生上のリスクが低い営業（常温で長期間保存しても品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業）
●学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、１回の提供食数が20食程度未満の施設
●農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為（出荷前の調整等）

小規模営業者等が実施すること
　小規模事業者等は、各業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして以下の①～⑥
の内容を実施することで、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施しているとみなします。手引書は厚
生労働省ＨＰ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html）から
ダウンロードすることができます。

①手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解し、
②手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と（必要に応じて）手順書を準備し、
③その内容を従業員に周知し、
④手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録し、
⑤手引書で推奨された期間、記録を保存し、
⑥記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す

〇対象業種・業態、食品または食品群
〇対象となる施設の規模、従業員数
〇対象食品、食品群の詳細説明・行程
　◦製品説明書、製造工程図

〇団体がまとめた危害要因分析の内容
◦危害要因分析の結果、CCP（重要管理点）による

衛生管理が不要と判断される場合はその理由

〇衛生管理計画の様式と記載例
〇記録の様式と記載例

〇手順書
◦一般衛生管理の項目（施設・設備の衛生管理、使
用水の管理、そ族・昆虫対策、廃棄物・排水の取
扱い、食品等の取扱い、回収・廃棄、検食の実
施（弁当屋、仕出し屋、給食施設等の場合）、情報
の提供、食品取扱者の衛生管理・教育訓練）
◦重点的に管理する項目

〇振り返り
〇記録の保存期間　　　　　　　等

ご相談は、上十三保健所生活衛生課へお気軽にお問合せください。　TEL 0176-23-4261

参考資料：厚生労働省　ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化（https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000662484.pdf）

手引書の構成概要
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豪ーめん  十和田店　 店長：伊東修吾　　
住所 ：十和田市三本木字野崎 40-134　TEL：0176-27-1455 
営業時間  11：00～15：00  17：00～19：30（L.O.）  定休日：火曜日

●大ぶり厚切りチャーシューの
旨さ！

●見てびっくり圧倒される爆盛
りの野菜！

●炙りニンニク醤油・背油・濃
い口醤油のドギツイ癖味！ 

ドカ盛り・癖味を継承しながらも、つけ麺ファンやこってりが苦手
なお客様、女性のお客様のニーズも広くカバーした商品を提供。女
子豪ーめんは２/３の量で提供しているので女性のお客様にも安心。

岩手県から十和田市に初出店!!
ガッツリ食べたいならおすすめの
ラーメン店

味噌豪ーめん（中）  840円 玉ねぎ中華そば  750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.113Vol.113

株式会社ササキコーポレーション

田
た

中
な か

　健
たける

 さん（26歳）
この会社を選んだきっかけ
　ものづくりが好きで、大学は室蘭工業大学に進学し
ました。もともと実家が農業を営んでいたことから、
農家さんの役に立つような仕事がしたいと思い、農業
機械の製造をしているこの会社を選びました。

強みは
　開発から試作、製品になるまで一貫して行えること
だと思います。お客様から生の声も聴き製品に反映さ
せています。また、農業人口も減少傾向にあるので、
弊社の機械で少しでも効率よく仕事をしていただけた
らと思います。

心がけていること
　機械を使う人のことを考えて、使いやすい製品にな
るように心がけています。そのためには農業関連の知
識を覚えることも必要となるので先輩やお客様とのコ
ミュニケーションを大切にしています。

やりがいは
　１つの製品が出来るまで、設計や試験期間がかかり
ますが、製品になったときは本当にうれしいです。開
発にかかわった自走式作業機が昨年12月に発明協会
会長賞を受賞し、これを励みに更に成長し、より良い
製品を開発していきたいと思います。

趣味は
　インドア派で休日は映画を見たり本を読んだりする
ことが多かったのですが、昨年から職場の先輩に誘わ
れ釣りを始めました。他にもアウトドアの趣味を見つ
けていき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
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事 業 所 名
所在地 代表者名 部　会

営業内容 TEL
メットライフ生命保険㈱
青森エージェンシーオフィス

青森市本町1-3-9-11F 佐々木　渉一 理財情報部会
生命保険業 017-773-2617

　十和田商工会議所では随時、会員を募集しております。商工会議所の運営を支え、事業活動の

推進力となるのは会員の皆様です。業種、規模、個人、法人、本店、支店を問わず入会すること

ができますので、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

十和田商工会議所会員募集中 ! !

新入会員インフォメーション　　　　 会員数 1,175件（２月１日現在）

トピックス
１．新年祝賀会

３．新春講演会 １．新年祝賀会（１月４日）
　令和３年の幕開けを祝し、サン・ロイヤルとわだで
開催。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加
人数の制限など、例年と異なる新たな様式で行われた。

２．Zoom体験セミナー（令和２年12月16日）
　テレワークへの関心が高まる中、無料ビデオ会議
ツール“Zoom”のノウハウを解説。オンライン及び当所で
開設し、講師・馬橋明里氏がリモート出演した。

３．新春講演会（１月26日）
　ラジオパーソナリティなど多方面で活躍する中島美
華氏を講師に迎え開催。コロナ禍でのコミュニケー
ションとおもてなしの秘訣について講演した。

２．Zoom体験セミナー



FRONTIER　2021.2　9

事業報告 12月 卒業式
　2020年12月21日、サン・ロイヤルとわだにて2020年度
十和田青年会議所卒業式が執り行われました。例年であ
れば、各地青年会議所の皆様にも御出席いただき盛大に
卒業生を送り出し、懇親会では会食を交えながら卒業生
の最後の修練である余興が披露され大きな盛上りを見せ
る事業となります。しかし今年度は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から徹底した感染対策を敷いた中 で、特別会員の皆様、十和田青年会議所メンバーによる

式典のみの開催となりました。
　式典では、卒業生の今までの活動を振り返るＰＶ上映、
卒業証書授与、記念品贈呈、送辞、そして卒業生からの
思いのこもった答辞と、例年と変わらぬ感動的な卒業式
を執り行うことができました。卒業生の皆様本当におめ
でとうございます。長年に渡る青年会議所運動、活動大
変お疲れ様でした。
　徹底した新型コロナウイルス対策を施していただいた
サン・ロイヤルとわだ様、特別会員の皆様、ありがとう
ございました。お陰様で2020年度の最後の事業を無事終
了することができました。一年間支えていただきました
全ての皆様に深く感謝御礼申し上げます。

食事券の概要
販売内容　１冊500円券×10枚綴りを4,000円で販売（プレミアム率25％）
購入限度額　お一人様 １回 ５冊まで（額面計25,000円）
販売場所　十和田湖商工会、マックスバリュ十和田南店・北園店、イオンスーパーセンター十和田店、道の駅とわだ と

わだぴあ、「道の駅」奥入瀬 奥入瀬ロマンパーク（以上 十和田市内）ほか、青森県内の小売店、道の駅など

https://gotoeat-aomori.com

Go To Eat あおもり 検索

　「Go To Eat キャンペーンあおもり」の食事券の販売と利用期限及び取扱飲食店

登録の期間が下記の通り延長されることとなりました。

GoTo Eatキャンペーンあおもり
食事券の利用期限 ６月末まで延長

１．食事券の販売期限　2021年１月31日（日） ⇒ 2021年２月28日（日）まで延長
２．食事券の利用期限　2021年３月31日（水） ⇒ 2021年６月30日（水）まで延長
　　　　　　　　　　　　　※食事券の「有効期限３月31日」は修正せず、そのまま６月30日までご利用いただけます。

３．取扱飲食店登録期限　2021年１月29日（金） ⇒ 2021年４月30日（金）まで延長

詳しくは、公式サイトをご確認ください。

取扱飲食店の登録について
対　　象　産業分類「76 飲食店」に該当する青森県内の飲食店（食堂、レストラン、専門料理店、そば・う

どん店、寿司屋、居酒屋、喫茶店など）　※店内飲食店をメインとしない店、接待・遊興を伴う店は対象外。

申請方法　必要書類（申込書兼誓約書、同意書、飲食店営業許可証の写し、金融機関口座の写し）を揃
えていただいた上で、下記記載の Web・郵送・FAX のいずれかで登録申請できます。

遵守事項　キャンペーンに参加する飲食店は、業界ガイドラインに基づく感染予防対策に取り組むとともに、
クラスターの発生を防ぐため「換気」「声量の配慮」「三密の回避」を意識した対策に取り組むこと。
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簿　記（第157回１～３級）
　検 定 日：令和３年２月28日（日）
　※申込の受付は終了しました。

リテールマーケティング＜販売士＞（第87回１～３級）
　検 定 日：令和３年２月17日（水）
　※申込の受付は終了しました。

そろばん（第131・221回段位・１～３級）
　検 定 日：令和３年２月14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

Information ～お知らせ～

十和田市女性活躍支援事業イクボスセミナー

　当所で開設している日本政策金融公庫の２月の金融
相談は下記の通りです。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：２月25日（木） 10：30～12：00
【お申込み先】十和田商工会議所相談課 TEL 0176-24-1111

　「とわだ応援プレミアム付商品券」のご利用期限
は、２月28日（日）までです。３月１日（月）以降は
ご利用できませんので、お取扱いにご注意ください。
　尚、商品券の換金手続きは、３月15日（月）が最終日
となりますので、お手続き忘れにご注意ください。

【お問合せ先】十和田商工会議所業務課 TEL 0176-24-1111

事業引継ぎ定例個別相談会
　スタッフの仕事と生活の両立を応援すると同時に業

績ＵＰも求められるイクボス。イクボスとしての課題

やスタッフの働きやすい環境づくりなどについて学ぶ

オンラインセミナーです。

日　時　２月19日（金）　15：00～17：00

対　象　企業の雇用主・管理職・人事担当者
　　　　※男女問わずご参加いただけます。

講　師　㈱インソース　石川あさ子氏

受講料　無料 ※オンライン受講に係る機材や通信費は自己負担

定　員　20名（先着順）

申込期限　２月12日（金）

申込方法　申込用紙に必要事項をご記入の上、下記まで

お申込みください。受講決定後、Zoomログ

インID、パスワード等をお知らせします。

〈詳細は、今月号に同封の折込チラシをご覧ください〉
【お申込み・お問合せ先】
十和田市商工観光課　　TEL 0176-51-6773

日　時　２月17日（水）、３月17日（水）（毎月１回開催）

　　　　13:30～16:00

　　　　１事業所あたり１時間程度(先着順)

場　所　十和田商工会議所相談室または相談事業所

相談員　青森県事業引継ぎ支援センター相談員、

　　　　十和田商工会議所職員
　　　　※事前に相談内容の確認などをさせていただく場合があります。

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所相談課　TEL 0176-24-1111

※お申込みは開催日の前週金曜日正午まで
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

久しぶりの大雪となった今シーズン。
よりによって今シーズンに…的な！？

 
いろんな意味で待ち遠しい、春。

　　　　　　　　　　　　　　　（tkr）  

〔 陽はまた昇る 〕

さわやか俳句

１枚写真館

つぶやき

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

　新型コロナウイルスの流行によって起きた「良いこと」というアンケート結果発見。
◦手洗いやアルコール消毒をする癖がついた。普通の風邪を引きにくくなった。
◦テレワークの実現。働き方の可能性を発見できた。無駄な会議がなくなった。
◦在宅時間が長くなったので料理をする機会が増えた。
◦家電を一通り買い替えたり、快適なおうち生活が送れるようになった。
◦おうち時間が増えて、夫婦で過ごす時間が多くなった。子供と遊ぶ時間が増えた。 
◦遠方の親戚から電話増加。コミュニケーション量が多くなった。
◦何が本当に必要か、という考えをもつことができた。
◦家の中の生活の見直し（整理や家事）をする機会になった。
◦テイクアウトできるお店が増えたので、一人で入れなくて今までなかなか行けなかっ
たお店の料理を、テイクアウトで食べられたのはすごくよかった。

等々、多くの人が、「良いこと」に気付くことができています。あなたも良かったこと
を探してみてください。ほんの少し明るい気持ちになれるはずです。　　　　　（Ｆ．Ｋ）

コロナ禍の孤独あつまるシクラメン� 　晃　

　　引きこもり生活もそろそろ限界

こだわりを幾つかすててシクラメン� 　悟　

　　あっさりと捨てれば楽になる

大寒やひとり暮しのカップ麺� 政　子

　　たまには手抜きで

大寒や猫にもありし指定席� 五　月

　　人間よりも大きい顔をしている （協力　すばる俳句会）
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１
月

１日　育児・介護休業法改正により、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可に

16・17日　大学入試センター試験に代わる大学入学共通テストが実施

20日　アメリカ大統領就任式、バイデンが第46代アメリカ大統領に

22日　核兵器全廃に向け、核兵器を包括的に禁止する初の国際条約「核兵器禁止条約」が発効

２
月

２日　124年ぶりに節分がこの日に

５～７日　第44回「とわだ・まける日」

14日　渋沢栄一を主人公とするＮＨＫ大河ドラマ「青天を衝け」放送開始

18日　NASAの火星探査ミッション「Mars 2020」で、探査車「Perseverance」が火星に到着し探査開始

23日　TOYOTAが静岡県裾野市に計画する次世代技術を盛り込んだ実証都市「ウーブン・シティ」が着工

３
月

１日　障害者雇用促進法改正により、障がい者の法定雇用率引き上げ

11日　東日本大震災から10年

３月　マイナンバーカードが健康保険証として利用できるように

４
月

１日　働き方改革関連法による「同一労働同一賃金」制度の中小企業への適用開始

１日　値札やチラシなどにおける「総額表示」が義務化

20日～５月５日　十和田市春まつり

22日　神奈川県横浜市に日本初の常設都市型ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN」が運行開始

４月　神奈川県海老名市に鉄道博物館「ロマンスカーミュージアム」が開館

５
月 ５月　国際宇宙ステーションに長期滞在している野口聡一宇宙飛行士が地球に帰還

６
月

１日　HACCPに沿った衛生管理の義務化が完全施行（詳細P6）

10・11日　東京オリンピック聖火リレーが青森県で実施（十和田市：11日）

７
月

11日　十和田湖ウォーク

17～19日　第56回十和田湖湖水まつり

23日～８月８日　東京オリンピック開催

８
月

14日　十和田市夏まつり第63回花火大会

24日～９月５日　東京パラリンピック開催

９
月

１日　デジタル庁発足

10～12日　十和田市秋まつり

11日　アメリカ同時多発テロ事件から20年

25日～10月５日　第76回国民体育大会（三重とこわか国体）開催

９月　日本初の女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」開幕

10
月

１日　段階的に増税される「たばこ税」の３回目の税率引き上げ

１日～３月31日　延期となっていたドバイ国際博覧会開催

31日　宇宙最初の星や銀河の形成などを探査する次世代宇宙望遠鏡「ジェイムズ・ウェッブ」が打ち上げ

10月　50音別電話帳「ハローページ」が10月以降の最終版をもって発行・配布を終了

10月　奥入瀬渓流エコロードフェスタ

11
月

11月　新型車への自動ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）搭載の義務化

中旬～１月下旬　光の冬物語2011-2022

12
月

１日　敬宮愛子内親王が20歳の誕生日を迎え成人に

12月　第30回優良従業員表彰

中旬～２月下旬　奥入瀬渓流氷瀑ツアー

年
内

スーパーコンピューター「京」の後継機「富岳」が共用開始

北里大学獣医学部に実在した動物愛護サークルをモデルにした映画「犬部！」が公開

JAXAが次期基幹ロケット・H3を打ち上げ

2021（令和３）年の予定カレンダー

※掲載内容は令和３年２月１日時点の収集情報です。新型コロナウイルス等の影響により変更となる可能性があります。

エンタメ

オリンピック開催に伴う祝日の移動
 「海の日」 ７月22日（オリンピック開会式前日）

 「スポーツの日」 ７月23日（オリンピック開会式当日）

 「山の日」 ８月８日（オリンピック閉会式当日）
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