
特 集 新型コロナウイルス対策
緊急の要望書を市へ提出　職場で感染者が発生した時に備えて

人財の確保に向けて
改正育児・介護休業法への対応

理財情報部会ワンポイント情報
SDGsに取り組んで持続可能な企業へ！

この人に聞く
橘 友博さん
合同会社くらしラボ 代表

今月のショーウインドー
点心工房

キラめけっ 未来の主役！
竹ケ原 雄さん
株式会社 伸和商事（auショップ十和田）

走るアート、十和田市街地循環バス、乗るなら今です
コンパクトなボディにカワイイデザイン素敵ですね
３つのエリア巡るワクワク旅、100円から楽しめますよ！
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相談会

定例金融相談
創業相談
青年部第６回三

役会・理事会

新入社員研修
（～16日）

専門家による無
料個別相談会

第３回常議員会
県労働保険事務

組合理事会

経営計画作成支
援セミナー

専門家による無
料個別相談会

定例金融相談
創業相談

第２回通常議員
総会

専門家による無
料個別相談会

十和田商工会議
所年度初訓示・
辞令交付

おすすめの逸品が当
たる！生命共済キャ
ンペーン（～5/10)

専門家による無
料個別相談会

青年部第１回三
役会・理事会

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

春分の日

先行きがあまりにも不透明な時代だからこそ先行きがあまりにも不透明な時代だからこそ

今を楽しむことが大事だと思う。今を楽しむことが大事だと思う。

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
メディア出演のオファーも多数。ベストセラーの『ポジティブの教科書』のほか、著書は50
冊を超える。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、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。近年、現代アーティストとして創作活動を開始し、15年カリフォルニアにて、アメリ
カ初個展、19年アートチューリッヒに出展、20年には、ドイツ、代官山ヒルサイドフォー
ラム、日本橋三越、大丸松坂屋（京都店・心斎橋店）、GINZA SIX、伊勢丹新宿店にて、
個展を開催し、盛況を博す。
■公式ホームページ　https://www.souun.net/
■公式ブログ【書の力】　http://ameblo.jp/souun/
■LINEブログ　http://lineblog.me/takeda_souun/
■Facebook　https://www.facebook.com/souun.calligraphy?
　　　　　　　hc_ref=SEARCH&fref=nf
■Twitter　https://twitter.com/souuntakeda?lang=ja
■Instagram　https://www.instagram.com/souun.takeda/?hl=ja
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事業所概要

プロフィール
1980年十和田市生まれ。八戸工業大学第一高等学校を卒業し、東京の
専門学校へ進むも、祖父の病をきっかけに進路変更を決意。卒業と同時
に帰郷して介護施設に就職し、介護福祉士、ケアマネージャーとして勤
める。2015年に独立し、（同）くらしラボを設立して小規模多機能ホー
ムやオーダーメイドのデイサービス、訪問介護サービスなどの事業を展
開する。ほかに、「じゅんちゃん一座」や「ライフリンクとわだ」に所
属し、地域活動にも貢献する。

所 在 地：十和田市西十二番町7-28
Ｔ Ｅ Ｌ：0176-58-6490　　Ｆ Ａ Ｘ：0176-58-6497
Ｈ　　Ｐ：https://kurashilabo.co.jp
運営事業 ： 小規模多機能ホームホーム くらしの家、くらしのミカタ、オー

ダーメイドのデイサービス くらしっこ、くらしの居宅介護支援
事業、くらすけっと、多目的交流スペース くらっち

きっかけ
　まさかここまで介護の世界にどっぷり入り込むとは

自分でも驚きですが、癌を患った祖父に何もしてあげ

ることができなかった無力さ、無念さ、そしてお世話

になったことへの感謝や恩返しの気持ち、様々な感情

の中で高まった介護への意識が私をこの道へ導きまし

た。決して長く続けようとは思っていなかった介護の

世界ですが、20年以上経った今も、毎日ワクワクした

気持ちで仕事に臨む自分がいます。利用者の幸せそう

な笑顔に触れ、言葉を交わすことが私の活力となって

います。

独立の決意
　介護職に身を置いて数年が経った頃、ケアマネー

ジャーとして多くの高齢者や様々な現場を目にするう

ちに、ある違和感を覚えていました。「施設に入らな

いといけない」、そんな感情が前提にあるような気が

して…。独立を決意したのが、その時に芽生えた『そ

の人がその人らしく過ごせる場所、そして地域の拠り

どころとなるような場所をつくりたい！』という思い

です。その人らしく過ごせる“ふつう”の暮らしがで

きるように、一人ひとりの要望や都合に合わせた個別

のスケジュールを組んでサポートする、何も特別なこ

とではなく何気ない“ふつう”の日々を大切にすると

いう考えから生まれたのが、オーダーメイド型の介護

施設です。

　世代が変われば、価値観やライフスタイルも変わり

ます。今後ますます多様化するであろう介護現場の

ニーズにも、その人の“ふつう”を考えながら対応し

ていきたいと思います。

コロナが収束した暁には
　全国各地の施設を視察して先進事例や地域づくりを

学びたいですし、趣味のドライブやキャンプにも行き

たいですね。それに、所属している団体、認知症の正

しい認識を寸劇で伝える「じゅんちゃん一座」や座談

会・研修等を通して多職種・他業種の人や企業、団体

をつなぐ「ライフリンクとわだ」の活動も再開してい

きたいです。活動できるようになったらすぐにでもア

クティブに動けるように、今、筋トレにも励んでいま

す！（笑）

新たな“ふつう”の創造
　現在、新たなプロジェクトを進めています。介護施

設に、地域の子ども達や近所の人たちが気兼ねなく集

えるような機能を備えた、これまでとはまた異なった

形態の施設で、地域の拠りどころとして、新たな価値

を創造していきたいと考えています。

“ふつう”を支え
地域の拠りどころを創造する

合同会社くらしラボ
　代 表

 橘
たちばな

  友
ともひろ

博さん（41歳）
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事 業 復 活 支 援 金
対 象 者　新型コロナの影響で、令和３年11月～令和４年３月のいずれかの月の売上高が、平成30

年11月～令和３年３月の間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上または30％以上
50％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

給 付 額　法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円を給付

　　　　　※売上高減少率、売上高規模により給付額が異なります。

申請期間　令和４年５月31日（火）まで

申請方法　登録確認機関による事前確認の後、申請用のWEBページから申請できます（過去に一時支援

金または月次支援金を受給している場合は、原則として改めて事前確認を受ける必要はあり

ません）。十和田商工会議所では、会員事業所を対象に事前確認を行います。（十和田商工会

議所相談課　TEL 0176-24-1111）

申請はコチラから ⇒ 事業復活支援金ホームページ　https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

【お問合せ先】事業復活支援金事務局　相談窓口

　　　　　　  TEL 0120-789-140　受付時間 ８：30～19：00（土日、祝日を含む全日対応）

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対し、事業継続のための経済

支援を目的とした給付金を支給します。

対 象 者　令和４年１月から６月までのいずれかの月の売上が、令和元年（平成31年）同月比で
30％以上減少している事業者

申請期間　令和４年３月７日（月）～７月31日（日）

※申請方法等、詳しい内容は今月号に同封の案内（申請書類付き）をご確認ください。

【お問合せ先】十和田市農林商工部商工観光課　TEL 0176-51-6773

十和田市事業継続緊急対策給付金

要 望 内 容

飲食業等への支援について
緊急の要望書を提出

　十和田商工会議所では、長引く新型コロナウイルス

感染症の影響と、年始より徐々に広がり勢いの収まら

ないオミクロン株を伴う第６波の状況を踏まえ、飲食

事業者を中心に厳しい経営環境が続く事業者の事業継

続にかかる支援について、市に対して緊急の要望活動

を実施。

　２月９日、今泉会頭をはじめとする当所三役が小山

田市長のもとを訪れ、要望書を提出するとともに現状

を説明し、理解と支援を求めた。要望内容は次の通り。

　新型コロナウイルス感染拡大から約２年が経過し、令和３年末頃には経済活動も少しずつ回復の兆しが見え

てきたかに思われましたが、年明け早々にオミクロン変異株を伴う感染が拡大。世界に蔓延し、国内・県内に

おいても市中感染の発生などにより感染が瞬く間に広がりました。上十三保健所管内も例外ではなく、未だ収

束が見通せない状況に警戒感を持ちながらの日々が続いています。

　こうした中、事業者、特に飲食・サービス業等は、必死に事業の継続に努めているものの、自粛ムードの中

での著しい消費行動の落ち込みにより経営は危機的な状況にあります。当所の聞き取り調査結果からも、本年

１月の売上が感染拡大前の同月比で20％～50％減少している事業所（居酒屋・スナック・バー・大規模宴会場）

が多く、現状からして今後も20％以上の売上減少が見込まれることから、飲食・サービス業をはじめとする事

業者の事業継続支援について、特段の配慮をお願いします。
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①テレワークや交代制勤務、時差勤務などを推進し、一度に出社する人数を減らす。

②体調が優れない人が気兼ねなく休めるルールを定めて周知し、実行できる雰囲気を作る。

③従業員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、密にならない工夫を行う。

④気の緩みがちな休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など感染リスクが高まる場
面での対策・呼びかけを行う

⑤手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒など、感染防止のための基本的な対策を行う。

①速やかに管轄の保健所に報告し、指示に従う。

②保健所からの調査協力要請に基づき、職場における接触者と接触状況を確認し、リストを作成（氏名、

性別、生年月日、住所、最終接触日および接触状況等）。リストを基に、保健所が接触状況に応じて職

場内の濃厚接触者を特定する。

③自宅待機期間中の濃厚接触者の健康監察結果を電話で確認のうえ取りまとめ、発熱や咳
など風邪のような症状が出た場合は、保健所に連絡する。

職場で新型コロナウイルス感染者が発生した時に備えて
　長引く新型コロナウイルス感染症の影響。自粛生活や新しい生活様式など、長く感染拡大防止に努めてきま

したが、収束することなく、変異株の発生などで爆発的な増加も繰り返されてきました。もはや誰が、いつ、

どこで感染してもおかしくない状況であり、予防策だけではなく、様々な状況を想定した準備をしておくこと

が必要とされます。そこで今回は、職場に陽性者や濃厚接触者が発生した場合の対応策について掲載します。

内容を参考に自社の実情に合った対応策を組み立ててみてはいかがでしょうか。

事前準備（発生前）

発生時の対応

①保健所から調査協力要請等があった場合の連絡担当者を決めておく。

②陽性者や濃厚接触者の休暇の扱いを決めておく。自宅待機の要請、会社の判断も含めた出勤

の見合わせ等を休暇で対応するのか、自宅勤務扱いとするのか決めておく。

＜濃厚接触者やその周辺の検査対象となる者＞ 
患者の濃厚接触者の候補および患者周辺の検査対象者の候補の範囲は、患者の感染可能期間のうち当該患者が
入院、宿泊療養または自宅療養を開始するまでの期間（発症２日前等）において、以下のいずれかに該当する
者とする。（厚生労働省 2021/6/4）

アルコール消毒液を浸したペーパータオル等でふき取り清掃をする。

○清 掃 箇 所 頻繁に手や指が触れる場所（机、ドアノブ、電気のスイッチ、水道の蛇口等）

○消毒用資材　①次亜塩素酸ナトリウム（0.05％以上）またはアルコール（消毒用エタノール70％）

　　　　　　　②ふき取りに使う使い捨てペーパータオル等
　本記事は、保健所の資料及び東京商工会議所「職場で新型コロナウイルスの感染が疑われたら読むガイド」（https://www.tokyo-
cci.or.jp/page.jsp?id=1022769）を参考に当所で作成したものです。実際の対応については、保健所等の指導・指示に従ってください。

濃厚接触者の候補 患者周辺の検査対象者の候補 
●患者と同居していた者
●適切な感染防護なしに患者を診察、看護、介護して
いた者

●患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接
触れた可能性が高い者

●手で触れることのできる距離（１ｍが目安）で、必
要な感染予防策なし※で、患者と15分以上の接触が
あった者

※マスクの着用についても、不適切な着用（鼻出しや
顎マスク等）状態ではなかったかも確認する

　いわゆる「三つの密（密閉、密集、密着）」となりやすい環
境や、集団活動を行うなど濃厚接触が生じやすい環境、
同一環境から複数の感染者が発生している事例において、 
●感染者からの物理的な距離が近い（座席が近い等）者
●物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者
●寮などで感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有
する生活を送っている者

●換気が不十分、三つの密、共用設備（休憩室、更衣
室など）の感染対策が不十分等の環境で感染者と接
触した者

※オミクロン株については、濃厚接触者・無症状の陽性者の待機期間は７日間に短縮された（2022/1/28）

職場クラスターを防ぐためのポイント

発生した施設設備等の消毒方法
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何を？

①～④のいずれかを実施してください（複数が望ましい）。 ※産後パパ育休は、令和４年10月１日から施行
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口や相談対応者の設置）

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

具体的
には？

①「研修」
対象は、全労働者が望ましいですが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にしてください。

②「相談体制の整備」
窓口を設ける場合、形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口を設けてください。

また、窓口の周知等をして、労働者が利用しやすい体制を整備してください。

③「自社の育休取得事例の提供」
自社の育休取得事例を収集し、事例を掲載した書類の配布やイントラネットへの掲載等を行い、労働
者が閲覧できるようにしてください。

提供する事例を特定の性別や職種、雇用形態に偏らせず、可能な限り様々な労働者の事例を収集・提

供し、特定の者の育児休業の申し出を控えさせることに繋がらないように配慮してください。

④「制度と育休取得促進に関する方針の周知」
育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したもの（ポスターなど）

を事業所内やイントラネットへ掲載してください。

誰に？ （本人または配偶者の）妊娠・出産の申し出をした労働者

何を？

①～④全てを行ってください。 ※産後パパ育休は、令和４年１０月１日以降の申し出が対象
①育児休業・産後パパ育休に関する制度（制度の内容など）

②育児休業・産後パパ育休の申出先（例：人事課、総務課など）

③育児休業給付に関すること（例：制度の内容など）

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い

いつ？ 妊娠・出産の申し出が出産予定日の１か月半以上前に行われた場合⇒出産予定日の１か月前までに

それ以降の申し出の場合でもできる限り早い時期等に措置を行うことが必要。

どう
やって？

①面談（オンライン可）　②書面交付　③ＦＡＸ　④電子メール等

のいずれか（③④は労働者が希望した場合に限る）

人財の確保に向けて人財の確保に向けて ～離職を防ぐためにできること～ ～離職を防ぐためにできること～ - 2 -- 2 -

　女性の社会進出が進む一方で、いまだ出産・育児を機に退職する女性が多く、男性の育児休業取得率や家事・

育児時間が国際的にみても低水準にあることを背景に、男性が育休を取りやすくなるための改正育児・介護休

業法が令和４年４月１日より段階的に施行されます。人財確保、ワーク・ライフ・バランスのと

れた働き方ができる職場環境の実現に向けた事業者の対応が求められます。

※令和４年10月１日施行の産後パパ育休等については次号以降にて掲載を予定しています。

本記事は、厚生労働省発行の改正育児・介護休業法中小企業事業主向けリーフレットを参考に作成しました。詳しい
内容は厚生労働省のホームページをご参照ください。

改正育児・介護休業法への対応はお済みですか？

１　育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です！

３　有期雇用労働者の就業規則等の見直し（緩和）が必要です！

２　個別の周知・意向確認が必要です！
令和４年４月１日以降の申し出が必要です。取得を控えさせるような形での周知・意向確認は、この措置の実施とは認められません。

●育児休業の場合
①引き続き雇用された期間が１年以上
②１歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない

●介護休業の場合
①引き続き雇用された期間が１年以上
②介護休業開始予定日から93日経過日から６か月を経過す

る日までに契約が満了することが明らかでない

育児休業・介護休業いずれも、

①の要件を撤廃し、②のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い（引

き続き雇用された期間が１年未満の労
働者は労使協定の締結により除外可）

※育児休業給付、介護休業給付についても同様に緩和

現　行 令和４年４月１日～

令和４年４月１日施行
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青森タクシー㈱ 十和田営業所

ご注文・お問合せは

TEL0176‐23‐5155

安安くくてて
安安心心

便便利利でで

快快適適

電子帳簿保存法が改正されました電子帳簿保存法が改正されました
　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、電子

帳簿保存法が改正（令和４年１月１日施行）され、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等

について抜本的な見直しが図られました。

電子帳簿保存法とは？ 

　各税法で原則、紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電子デー

タ（電磁的記録）による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律。

電子帳簿保存法上、電子データによる保存は、大きく次の３種類に区分されています。

①電 子 帳 簿 等 保 存…会計ソフト等で電子的に作成した帳簿や決算関係書類などをデータのまま保存すること

②ス キ ャ ナ 保 存…請求書などの紙で受領・作成した書類をスキャンして画像データで保存すること

③電子取引データ保存…電子メール等でやりとりした請求書などの電子取引情報を電子データで保存すること 

改正された内容
１．事前承認制度の廃止 

　電子的に作成した帳簿等の保存や書面のスキャナ保存をする場合には、申請と税務署の承認が必要でした

が、税務署への事前承認が不要となり、必要な会計システムやスキャナ等の準備ができ次第、すぐに電子保

存が可能になります。 

２．タイムスタンプ要件の緩和 
　データが改ざんされていないことを証明するタイムスタンプは、国税関係書類をスキャナで読み取る際、

受領者が自署した上で３営業日以内に付与する必要がありましたが、スキャナで読み取る際の自署が不要と

なり、タイムスタンプの付与期間が最長約２か月と概ね７営業日以内に延長となりました。また、電子デー

タの訂正・削除の履歴を確認できる、入力期間内にデータを保存したことを確認できるといった機能を持つ

クラウド等を使用する場合はタイムスタンプは不要となります。 

３．スキャナ保存における適正事務処理要件の廃止 
　不正防止を目的とした内部統制の一環として必要だった社内規程の整備や相互けん制、定期的な検査と

いった適正事務処理要件が廃止され、定期検査まで保存の必要があった原本も、スキャン後すぐに破棄する

ことが可能となりました。また、事務処理担当者も１名での対応が認められます。 

４．検索要件の緩和 
　電子データを保存する際は、必要なデータを閲覧できるように検索機能を確保する必要がありましたが、

日付、取引金額、取引先の３項目のみが要件となります。また、税務職員の質問検査権に基づくダウンロー

ドの求めに対応できるようにしている場合は、範囲指定や条件の組み合わせによる検索機能の確保は不要と

なります。

５．電子取引の電子データ保存の義務化（令和５年12月31日まで２年間の猶予期間あり） 
　請求書などをデータで受け取った書類（電子取引書類）の紙での保存が原則認められなくなります。さら

にデータは、タイムスタンプの付与または訂正・削除の履歴が確認でき、かつ検索機能が確保できる状態で

保存することが求められます。 

※本記事は、国税庁パンフレット「電子帳簿保存法が改正されました（令和３年12月改訂）」を参考に作成しました。
　詳しくは国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）をご覧ください。
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理財情報部会
ワンポイント情報

　日本のビジネス界でも関心が急上昇している SDGs

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）

とは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際

目標のことで、発展途上国や先進国など全ての国を対象に、

17のゴール・169のターゲットから構成されています。 

　近年、多くの企業が「企業イメージの向上」「社会課題

への対応」「新たな事業機会の創出」「生存戦略」など持続

的に発展するために、SDGsを活用する動きが拡大してい

ます。

ビジネスチャンスの拡大にもつながる
SDGsに取り組んで持続可能な企業へ！

SDGsに取り組む３つの『つながる』メリット 

１『新たなビジネスチャンス』につながる！ 
▶SDGsはビジネス界での「共通言語」であり、SDGsへの取組

をきっかけに、地域との連携、新しい取引先や事業パート
ナーの獲得、新たな事業の創出など、今までなかったイノ
ベーションやパートナーシップを生むことにつながります。

２『選ばれる会社』につながる！ 
▶ 今後、SDGsへの対応がビジネスでの取引条件となる

可能性があり、今しっかりと取り組むことで、取引
先や社会から選ばれ続ける会社につながります。

▶ SDGsへの取組をアピールすることで、よいイメージ
のブランディングができ、金融機関からの評価が高
まるのはもちろん、顧客に対しても社会・環境に優
しい企業であることをアピールできます。

３『従業員のやりがい・確保』につながる！ 
▶ 従業員がSDGsを通じて自社の企業活動が世界や社会

への貢献につながることを理解することで、従業員
の仕事への「やりがい」を生み出します。

▶ SDGsへの取組をアピールすることで、社会的イメー
ジ・信頼をアップさせ、意識が高く、優秀な人材を惹
きつけることにつながります。

売り上げの増加

従業員の定着率向上

新たな市場の開拓

企業イメージの向上

他社との差異化

新たなサプライチェーンへの参入

SDGs診断ツールをご活用ください！
　いざ、SDGsに取り組もう！と思っても、実際に何から手をつけたらいいのか？、見える化するためのツー
ルはあるのか？、手軽なところからはじめてみたい、といったところが気になるのではないでしょうか。
　そこで、東京海上日動火災保険㈱が開発したSDGs診断ツールを紹介します。質問に回答するだけで、自社
にあったSDGsの取組を見つけることができます！ 

東京海上日動火災保険㈱のSDGs診断ツールを活用してみたい方は、是非、十和田支社（TEL 0176-22-6008）や
お近くの代理店にお気軽にご相談ください。 

①40問の質問
業種毎に「環境」「社会・職
場環境」「組織体制」「サス
テナブルな取組」の４つの
分野について、計40問の設
問にご回答いただきます。

②診断レポート作成機能
回答結果から『診断レポー
ト』をご提示し、取組が進
んでいる項目や課題がある
と考えられる項目を見える
化します。

③SDGs行動宣言書作成機能
『SDGs行動宣言書』が作成
できます。HPや社内報に掲載
し、取引先・社員・社員の家
族に対して、企業の将来や今
の姿を伝えることができます。 

④会員企業へのご提案作成機能
診断レポートでご提示した“会
員企業の課題”について、商工
会議所の支援策を含め具体的
な課題解決策を提案。PDCA
サイクルのサポートもします。

ワンポイント
注意情報

会社の登記事項に変更が生じたとき（社名変更、移転、役員変更等）は、２週間以内に変更登記の申請をしなけ
れば、100万円以下の過料が科せられますのでご注意ください。不動産登記変更の場合もお早目の手続を！ 
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事業報告 第19回定時総会 　２月15日、十和田商工会館５階会議室で第19回
定時総会を開催いたしました。新型コロナ対策とし
て、現地とオンラインによるハイブリッド開催とし、
現地出席者は一部役員と監事のみといたしました。
総会では、2021年度の事業報告及び決算、新役員
の選任が審議、可決され、その後の臨時理事会にお
いて、紺野兼如君が2022年度理事長に正式に選任
されました。新体制のもと、『地域の力を結集せよ～
人と人が輝き繋がる街へ～』をスローガンに掲げ邁
進してまいりますので、本年もご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。

【ポリテクセンター青森の事業主向けサービス】
● 在職者訓練(ハロートレーニング)

設計・開発、加工・組立、工事・施工、設備保全などの「ものづくり分野」において、実習を中心としたカリキュラムにより、
生産現場の課題を解決するための職業訓練を企業等のオーダーに応じて実施します。

● 生産性向上支援訓練
● 指導員の派遣・施設設備の貸出

職業訓練指導員の企業への派遣や、施設・設備(実習場や訓練用機器等)の貸出しを行なっています。
● 人材のマッチング

離職者向け職業訓練受講者の求職情報を企業に提供し、人材を採用したい企業とのマッチングを支援します。

訓練コースの構成
(全125コース)

A 生産・業務プロセスの改善
   【42コース】
(生産管理、品質保証・管理、流通・物流、  
バックオフィス)

B 横断的課題 【45コース】
(組織マネジメント、 生涯キャリア形成)

C 売上げ増加 【17コース】
(営業・販売、マーケティング、企画・価格、
 プロモーション)

D ＩＴ業務改善 【21コース】

(ネットワーク、データ活用(エクセル等の
 パソコン操作)、情報発信、倫理・セキュ
 リティ)

※ 各コースのカリキュラムモデルは、
ホームページ上に掲載しています。
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金 融 相 談
　当所で開設している日本政策金融公庫の金融相
談の３月の日程は下記の通りです。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：３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

簿記（統一試験  第161回１～３級）
　検 定 日：６月12日（日）
　申込受付：４月25日（月）～５月16日（月）

そろばん（第135・225回段位・１～３級）
　検 定 日：６月26日（日）　
　申込受付：５月９日（月）～５月26日（木）

【お申込み先・お問合せ先】 
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）

Information ～お知らせ～

新型コロナウイルス感染症対応のための
専門家による無料個別経営相談会

　当所では、新型コロナウイルス感染症により経営に

影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆様を対

象に、事業環境変化対応型支援事業の一環として、専

門家による個別経営相談会を開催します。相談は無料

となっておりますので、是非ご活用ください。

日　時　３月17日（木）　９：00～12：00

　　　　３月24日（木）　９：00～12：00

　　　　３月31日（木）　９：00～12：00

場　所　十和田商工会議所２階相談室

相談員　行政書士　山崎諭氏

相談内容　新型コロナウイルス感染症対応にかかる各種
給付金・補助金等についての申請サポート

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

事業承継・引継ぎ支援 定例個別相談会のご案内

日　時　３月９日（水）、４月13日（水）（毎月１回開催）

　　　　13：30～、15：00～のいずれか。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　青森県事業承継・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

後継者に関すること何でもご相談ください。秘密は厳守します。

　２月28日で利用期間が終了した「第２弾とわだ
応援プレミアム付商品券」の換金手続きは、３月
18日（金）が最終日となります。期限を過ぎると換
金受付ができませんので、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

第２弾とわだ応援プレミアム付商品券の
換金手続きのし忘れにご注意ください！
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

そう簡単に春を迎えさせてくれないのが

この雪国。

猛吹雪がもたらした悪戯にうんざりするも、

冬だけに見れる自然の力と思えば、尊い!?

（tkr）  

〔 芸術の冬!? 〕

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

　2022年２月４日～２月20日（16日間）開催地 中国・北京で【北京2022オリンピック冬

季競技大会】が開催された。あまり盛り上がないままに始まったオリンピックの印象が

あるが、巣ごもり生活を強いられていたので、テレビをじっくりと見る機会に恵まれ？

多くの競技を見て改めてスポーツのすごさを感じました。特に興味がない競技でも、見

ているうちに頑張っている選手たちを応援していましたし、多くの感動を頂きました。

　また、ちょっとした運不運で、結果が大きく変わってしまう怖さも数多く目にしました。

　日本の選手の皆さん、今回、金メダル３個、銀メダル６個、銅メダル９個と過去最高

のメダル獲得おめでとうございます。これからも私たちに多くの感動を見せて下さい。

　これから始まるパラリンピックも応援しましょう。　　　　　　　　

（Ｆ．Ｋ）

立春と言へど寒さの遠のかず� 　寿　子

　　二月末の暴風雪には参りました

美容院に行けぬコロナ禍春帽子� 緋佐子

　　美容院代が浮きます

春林に光射しこむひとところ� 政　子

　　里山が春の日差しで輝いています

忘れたる名前ふと出る春障子� 五　月

　　温かくなって脳も活発に （協力　すばる俳句会）
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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！

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

Vol.125

株式会社 伸和商事
（ａｕショップ十和田）

竹
た け が は ら

ケ原　雄
ゆう

 さん
（26歳）

この仕事を選んだ理由
　auショップ十和田で初めて携帯を
購入した時に丁寧で分かりやすい対応
をしてもらった経験から、自分も身近
に感じてもらえるスタッフになって、
お客様のスマホライフをサポートした
いと思いました。あと、最新機種にい
ち早く触れることも魅力です（笑）。

工夫しながら
　新機種の登場や契約内容・割引の変
更など目まぐるしく変わるので、その
度に覚えるのが大変です。メモと復習
を駆使して、イレギュラーなことが起
こっても、慌てず順序立てて対応する
ようにしています。

オンもオフも
　同世代のスタッフが多いこともあっ
て、とても仲がいい職場です。仕事中
はコミュニケーションをとって連携を
図り、オフの時は一緒にご飯を食べに
行くなど、和気あいあいとしている職
場で大好きです。

仕事に就いて変化した意識
　休日の過ごし方を大事にするように
なりました。やりたい事、出来る事を
考えて時間を有効に使うことを意識し
たら、仕事にも効率よく意欲的に臨め
るようになりました。

あらためて
　仕事にも慣れてきて気持ちに余裕が
出てきた頃なので、初心にかえり、お
客様への接し方や話し方、ご満足・ご
納得して帰っていただくことができた
かを見直すようにしています。先輩も
後輩も支える大黒柱になれるように、
改めて気を引き締めていきたいと思い
ます。

まだの方はお早めに！
　３月末をもってauの3G携帯は利用
できなくなります。機種等の変更がま
だの方は、早めのお手続きをお願いし
ます。優しくしっかりとサポートしま
すので、安心してご来店ください。お
待ちしております！
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カリッと仕上げたモチモチの皮から、カリッと仕上げたモチモチの皮から、

肉汁の旨みとじっくり煮詰めた特製スープがあふれ出す。肉汁の旨みとじっくり煮詰めた特製スープがあふれ出す。

点心工房の十和田焼き小籠包。点心工房の十和田焼き小籠包。

十和田ガーリックポークに十和田産米粉、青森シャモロック、十和田ガーリックポークに十和田産米粉、青森シャモロック、

地元食材が凝縮された本格点心を是非!地元食材が凝縮された本格点心を是非!

点心工房点心工房

出来立てを味わうなら
司バラ焼き大衆食堂、館鼻岸壁朝市（八戸市）
購入（冷凍）するなら、
道の駅とわだ、十和田市観光物産センター ほか
　　　　　　　　　　　　　取扱店でどうぞ！

点心工房点心工房
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