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一葉園から梅集落へ抜ける道は、春も秋も里山らしい心癒やされる優しい景色である。
（この風景を描いて翌日、一挙に大雪となった。）
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信頼され 行動する 商工会議所を目指して。

十和田商工会議所会報［フロンティア］

画・文／日野口　晃

平成4年10月20日第３種郵便物認可  平成20年12月5日発行  第185号（毎月1回5日発行）

DECEMBER 2008 第21回とわだ雪見ラリー前売チケット12月15日から発売開始

（社）青森県中小企業診断協会　経営講習会開催　12月15日

東北六県連 平成20年度総会決議事項を中央省庁に提出
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さわやか

うちの妻記事より先にチラシみる

やりくり上手な奥さんに感謝

デパ地下の試食を巡るのも才知

これで一食分浮かせられます

煩悩の跡形もなし骨拾う

灰と化してしまえばなにも残らない

任せると口では言うが仕切ってる

性格はなかなか変えられません

清川　勝雄

佐々木銀湖

藤田　雪魚

似鳥　俊子

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

平成 21 年 新年祝賀会のお知らせ
　新しい年の幕開けを祝い、恒例の新年祝賀会を開催します。
是非、皆様の参加をお待ちしております。

●日　時　平成21年１月５日（月） 午後５時３０分～午後７時

●場　所　十和田富士屋グランドホール（東一番町）

●会　費　４，０００円

●お申し込み先
　12月16日（火）までに会費を添えて、下記までお申し込みください。（期日厳守）
　　十和田商工会議所総務課　℡２４－１１１１　　 十和田市総務部秘書課　℡２３－５１１１（内線114）
　　十和田湖支所市民生活課　℡７２－２３１１　　 十 和 田 湖 商 工 会　℡７２－２２０１

第21回

雪見ラリー
とわだ

集合・抽選場所　十和田商工会館

前売チケ
ット12/1

5から発売

前売チケ
ット12/1

5から発売

前売チケ
ット12/1

5から発売

2009
■受付開始
■スタート

PM5：00
PM6：00

（水）2/4
■主催／十和田市飲食業協会

■共催／青森県料理飲食業生活衛生同業組合十和田支部

■協賛／十和田商工会議所・(社)十和田市観光協会・鳩正

宗㈱・稲本商事㈱・県南新聞社・㈲コセキ麺興商事・上北

農産加工農業協同組合・県南環境保全センター㈱・㈲プロ

スクリーン・㈱大竹電化センター・十和田タクシー㈱・

㈲ジャンボ運転代行社・㈲十和田運転代行社

チケット販売所　十和田商工会議所および
　　　　　　　　ラリー参加店

チ　ケ　ッ　ト 【前売券】2,500円
　　　　　　　 【当日券】3,000円

【お問合せ】十和田市飲食業協会（商工会議所内）TEL０１７６－２４－１１１１
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この人に聞くこの人に聞く

畑山幸博　　　 事務所

所　長 畑 山 幸 博 さ ん（49歳）

仕事で心がけていることは？

　事務所を初めて訪れる方のほと

んどは緊張でいっぱいです。きっ

と、相談したいことがあるけれど

も「司法書士」というあまり馴染

みのない言葉に余計プレッシャー

を感じてしまうんでしょうね。で

すから私は来ていただいた方にリ

ラックスしてもらい、時間がかか

ったとしても本人が言いたいこと

をきちんと引き出してあげれるよ

うに努めています。「あそこなら

行ってみればなんとかしてくれる」

そう言って頼ってもらえると理想

的ですね。

　また、同士業間ではもちろんで

すが、他の士業 (弁護士・税理士

など )との連携を強化することに

も努めています。日本の法律は細

かくたくさんあるため、１つの依

頼をとってみても司法書士の資格

だけでは対処しきれない部分が出

てくることがあります。そんな時、

連携がしっかりしていればワンス

トップサービスで依頼者の負担を

軽くすることができ、解決への道

程がスムーズになります。

リフレッシュ方法は？

　ドライブです。これだけはどれ

だけ長時間運転しても不思議と疲

れは感じず、リフレッシュできて

いるんです。特に目的地は決めな

い主義なんですが、最近は道の駅

が目的地になっていますね。もち

ろん県内の道の駅はすべて制覇し

ましたよ。どの道の駅も行く度に

変化があっていつも新鮮なんです。

食べるのが大好きな私は、到着す

るとご当地のソフトクリームを食

べて至福の一時を過ごします。　

　実はコースにもこだわりがあっ

て、行きと帰りで違う道を通るこ

とにしているんです。同じ道を通

るのは好きじゃないですし、いろ

んな道を通ることで新しい発見が

あったりするんですよ。ですから

カーナビを使うことは私にとって

は邪道です。やっぱり地図を片手

に、周りの風景に癒されて旧道や

田舎道を走るのがいいんです。と

言いつつ迷った時はカーナビ様様

ですけどね(笑 )。

これからの抱負を

　ここ数年の間に、司法書士・行

政書士を取り巻く環境が大きく変

容しました。法律の大改正や登記

申請のオンライン化、代理業務拡

大等により、書類作成の代理人い

わゆる代書人から、特定の法律事

務・申請手続きの代理人としての

役割が大きくなり、法律実務家と

してのより深い知識が要求される

ようになったので、日々精進して

いくつもりです。

　今後、個人的に力を入れて取り

組んでいきたいのは成年後見業務

です。司法書士は社団法人成年後

見センター・リーガルサポートと

いう全国規模の法人を設立して、

司法書士に対する指導・監督及び

法人後見事務を行っています。し

かしながら、この十和田市や上北

地域では、まだまだ司法書士が後

見人になっている事例や後見事務

の援助を行っている事例が少なく、

今後さらに進行するであろう高齢

化社会に対応していくためにも、

もっと普及させ、認知症の高齢者

の権利保護を図っていきたいです。

　「司法書士と聞いても、『どんな仕事をする人なんだろう？』『ど
んなことを相談したらいいのだろう？』と思う人がたくさんい
るんじゃないかな」とちょっぴり不安げに話すのは畑山幸博司
法書士行政書士事務所所長の畑山幸博氏。
　同氏は三高卒業後、新潟大学に進学し法律を専攻。一時はサ
ラリーマンとして社会に出たが、やはり法律に携わる仕事をし
たいと一念発起し、平成２年に司法書士資格を取得。翌年、西
十二番町に事務所を開設するとともに行政書士試験にも合格。
平成17年３月に西二番町に事務所を移転し現在に至る。
　今回は司法書士という堅実な職業の反面、気さくで親しみや
すい畑山氏にインタビューした。

はた やま ゆき ひろ

平成３年３月

畑山　幸博  氏

登記・裁判・成年後
見・許認可・契約等

十和田市
西二番町11-30

0176-22-8320

0176-22-8328

《会社概要》

創業

代表

業種内容

住所

TEL

FAX

司法書士
行政書士

市民に一番身近な街の法律実務家として市民に一番身近な街の法律実務家として
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第43回北海道・東北商工会議所連絡会議
平成20年度東北六県商工会議所連合会総会

決議事項を中央へ要望

北海道・東北商工会議所連絡会議決議文

　我が国経済が後退局面にある中にあって、その

影響を直接的に受ける地域経済や中小企業におい

ては業況が一層悪化し、厳しい経営環境を強いら

れている。

　特に我が国の中でも石油依存度の高い東北・北

海道両地域にとって、原油価格の高騰は、両地域

の住民生活はもとより、運輸業、農業、水産業な

どをはじめ産業活動全般に大きな影響を与えてい

る。

　このような中、地域経済を支える中小企業が今

後とも我が国経済の活力の源として健全な発展を

遂げうるよう、中小企業の自助努力を支援する各

般に亘る国の施策の展開を求めていかなければな

らない。

　また、東北・北海道は、我が国の将来にわたる

発展に大きな役割を果たしうる有望な地域であり、

両地域が国家的要請に応えていくためにも、高速

交通体系の構築をはじめとする社会資本、生活基

盤の整備充実、さらには、地域の自立に向けた取

り組みは不可欠の課題である。

　よって、我々88商工会議所は、両地域の健全な

発展を目指し、より強い結束の下、当面する諸課

題に向け、決議事項の実現を期する。

北海道・東北商工会議所連絡会議決議事項

◎景気対策の推進について

◎中小企業対策の推進について

◎総合的なまちづくり対策の推進について

◎東北新幹線「八戸～新青森間」と北海道新幹線「新

青森～新函館間」の早期開業並びに「新函館～札

幌間」の早期認可・着工について

◎東北・北海道の高速道路等の整備促進について

◎東北・北海道の空港並びに航空網の整備促進に

ついて

◎東北・北海道の港湾の整備促進について

◎東北・北海道における魅力ある広域観光の実現

について

◎地方分権の推進について

◎原油価格高騰に伴う燃料油及び石油関連製品の

価格安定等について

◎原油価格高騰に係る実効性ある対策の実施につ

いて

◎道路整備のための財源の確保について

◎北方領土返還の早期実現について

東北六県商工会議所連合会総会決議事項

○山形新幹線・秋田新幹線延伸と複線化の早期実

現について

○ＪＲ在来線整備、特に奥羽本線川部～青森間の

高速化の実現ならびに複線化事業の促進について

○原子力関連の研究機関、施設の誘致促進および

新たな核融合研究開発の拠点づくりの推進につい

て

○平成21年度小規模企業対策予算の拡充・強化に

ついて

○地域開発金融ならびに政府系中小企業金融機能

の強化について

○個店・商店街等の活性化について

○インランド・デポ設置ならびに税関機能の誘致

について

○独立行政法人雇用・能力開発機構ポリテクセン

ターの存続について

　県内７つの商工会議所の専務理事（当所：櫻田

専務理事出席）らは、11月21日、青森県連が割り

当てられた国土交通省(政務官・審議官、総合政策

局、国土計画局、都市・地域整備局)及び文部科学

省を訪れ、「第43回北海道・東北商工会議所連絡

会議」と「平成20年度東北六県商工会議所連合会

総会」で決議された要望書を提出した。

　また、一行は議員会館も訪れ、県選出国会議員

にも同様の要望書を提出し、決議事項の実現をお

願いした。

　要望内容については以下の通り。

大口清一国土交通省総合政策局長(左)に要望書を手渡しする
中村青森県商工会議所連合会常任幹事。



5FRONTIER 2008.12

・設立発起人会は、12月１日に第１回を開催し、
　来年４月の「まちづくり会社」設立を目指す。

１．設立発起人予定者
　

・十和田商工会議所
　・岩　間　惠美郎 氏
　・今　泉　湧　水 氏
　・田　中　　　進 氏
　・三本木商事㈱
　・十和田市南商店街振興組合
　・十和田市中央商店街振興組合
　・十和田市六丁目商店街振興組合
　・十和田市七八丁目商店街振興組合

２．協議・決定事項
　①　定款（名称、出資額、１株の金額など）
　②　出資者公募・手続き
　③　創立総会の開催日
　④　会社の組織体制（案）
　⑤　会社の事業計画（案）など

「まちづくり会社設立発起人会」を設置
第６回設立準備会を開催

・平成20年11月20日（木）午後２時から当所５階
会議室で、第６回「（仮称）十和田まちづくり会社
設立準備会」を開催した。

・開会の挨拶で、まちづくり会社設立準備会の岩
間惠美郎代表世話人は「設立準備会は8月から今日
まで6回の会議を重ねてきた。今日の会議で一区切
りとなるが、今後はいよいよ『まちづくり会社』
を設立するために必要な図書の作成や法的な手続
きを行なう『会社設立発起人会』に移行していく。
設立準備会では、今後「まちづくり会社」で取り
組む事業内容を詳細に協議することになるので、
宜しくお願いしたい」と話した。

■「会社設立発起人会」とは？

■ 取り組み事業の枠組みを協議
・以下に、取り組み事業の「事業分類」（案）を紹
　介する。

■取り組み事業の検討（事業分野別の協議風景）

Ａ.ソフト事業

Ｂ.ハード事業

Ａ-１.とわだ情報発信事業

■ガイドの会組織化事業
□ＩＴ活用事業
□イベント開催事業
□朝市等開催組織化事業

Ａ-２.地域マネジメント事業

■空き店舗・空き施設等不動産
　一括管理・運営事業
□交通環境整備事業
□エコシティづくり事業
□その他マネジメント事業

Ｂ-１.地域景観づくり事業 Ｂ-２.施設整備事業

■特定施設整備事業
□総合的施設整備支援事業

Ａ-１.とわだ情報発信事業

■ガイドの会組織化事業
□ＩＴ活用事業
□イベント開催事業
□朝市等開催組織化事業

Ａ-２.地域マネジメント事業

■空き店舗・空き施設等不動産
　一括管理・運営事業
□交通環境整備事業
□エコシティづくり事業
□その他マネジメント事業

Ｂ-１.地域景観づくり事業 Ｂ-２.施設整備事業

■特定施設整備事業
□総合的施設整備支援事業

■中心市街地景観づくり事業
　
■中心市街地景観づくり事業
　

※注：■中心的に取り組む事業。　□取り組みを検討する事業。
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11 月 の ト ピ ッ ク ス

大感謝セールに2,000人来場
　当所大売出し連盟では、現代美術館の開館を記念して11
月１日・２日、「十和田市商業まつり」を開催した。会館
前と１階ホールに立ち並んだ出店に、訪れた買い物客は２
日間で約2,000人。会場では特賞に米10㎏が当たる大抽選会
が行われ、十和田市のマスコットキャラクター、駒松くん
と駒桜ちゃんも応援に駆けつけるなど、まつりは大いに盛
り上がっていた。今年度は、天気に左右されないようにと
の考えから、会館内で開催という初めての試みであったが、
今回の賑わいぶりに同連盟は大きな手ごたえを感じていた。

労働災害を未然に防ぐポイント
　当所建設部会では11月５日、建設部会員を対象に「建設
機械の性能向上と事故対策を問う」と題して経営セミナー
を開催した。講師は、(社)建設荷役車両安全衛生技術協会
青森県支部専務理事の塩原哲夫氏。セミナーでは、同協会
の概要や同協会で取り組む特定自主検査制度、建設機械の
特徴や最新技術の他、建設機械を扱うのは「人」という観
点から、建設機械による労働災害の事例などを解説。受講
者は、「安全・事故対策」の大切さと労働災害事故を未然
に防ぐための労務管理のポイントを学んだ。

大勢の人で賑わい、館内はまつり一色となった。

受講生に熱心に解説する塩原氏

建設部会経営セミナー

互いに情報交換を
　当市と平成16年に姉妹都市として友好協定を締結したカ
ナダ国のアルバータ州レスブリッジ市市長ターレック氏と
同市国際交流姉妹協会会長のパレバーセフ氏一行が11月7日、
当所を訪れ、石川会頭をはじめ、岩間、今泉両副会頭らと
懇談した。両市とも現在抱えている経済的問題は似ている
ことから、懇談では問題解決への取り組み内容や将来の展
望を話し、今後とも意見交換を密にし、連携を図っていこ
うと誓い合った。また、互いに記念品を交換し、さらに親
交を深め合った。 石川会頭と懇談するターレック氏（左）

レスブリッジ市長表敬訪問

2008十和田市商業まつり

日本の言葉と文化を学ぶ
　10月の初旬から約１ヶ月間、６名の中国人研修生が日本
語の学習のため毎日当所を訪れていた。彼女らは今回、㈱
岡本と十和田青果㈱がそれぞれ３名ずつ受け入れた外国人
研修生で、本国の経済発展の担い手として、日本で開発さ
れ培われてきた技術・技能・知識を研修するため入国。そ
のまず第一歩として、日常会話を中心に日本語の発音方法
や書き方を学んだが、勉強に取り組む姿勢は非常に熱心で
あった。無事勉強を終えた彼女らはそれぞれの事業所で１
年間の研修に臨む。毎日、熱心に日本の勉強に取り組む中国人研修生

外国人研修生受入事業
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ディナーショーや抽選会を楽しむ
　当所で提供している生命共済制度において、加入者への
還元事業として開催されてきた「共済制度加入者大会」も
今年度で20回目を迎え、11月28日、サン・ロイヤルとわだ
で開催された。今年度はゲストに「ハロー・グッバイ」、「春
なのに」などのヒット曲で知られる柏原芳恵さんを招き、
参加者はディナーに舌鼓を打ちながら、その歌声に酔いし
れた。また、ショーの前後にはデジカメ＆プリンタや人気
ゲーム機などが当たる大抽選会が行われ、当選者は一足早
いクリスマスプレゼントを手にした。

柏原芳恵さんと一緒に当選の喜びをかみしめる参加者

通常点検や庁舎巡視を体験
　11月10日、十和田警察官友の会会員の伊藤眞実子氏(㈱み
ちのく銀行穂並支店)、欠畑茂治氏(㈱スーパーカケモ)、中
田武志氏(青森綜合警備保障㈱十和田支社)、松嶋清治氏(お
いらせ農業協同組合六戸支店)の４名が十和田警察署での
一日警察署長体験に臨んだ。警察署長の制服を身にまとっ
た４名は、今豊署長から委嘱状を交付された後、通常点検
や庁舎巡視などを行い、「安全・安心なまちづくり」に取
り組む十和田警察署の活動を体験した。

通常点検に臨む今署長（左から２人目）と４名の一日警察署長

一日警察署長体験

点灯開始は13日
　官庁街通り(中央交番前～市役所前の区間)で12月13日か
ら始まる十和田イルミネーションに向けて、当会館前の桜
の木に当所職員が電球の取り付け作業を行った。点灯期間
は12月13日から来年１月15日までの約１ヶ月間で、点灯時
間は16：30～24：00。期間中、駒っこ広場には「屋台村」
も設けられ、温かい料理を味わうこともできる。電球約
60,000個のイルミネーションが放つ幻想的であたたかな灯
りは、春を待つ北国の厳しい寒さをふと和らげてくれそうだ。

高所作業台を使い桜の木に電飾を取り付けた

十和田イルミネーション取り付け

第20回共済制度加入者大会
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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　24-1111女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん

十和田商工会議所女性会　会長　益川百合子

　この度「平成20年度第40回全国商工会議所女性
会連合会沖縄大会」が、沖縄県宜野湾市の沖縄コン
ベンションセンターにて11月27日から29日まで開
催され、十和田商工会議所女性会から会長、副会長
２名の計３名で参加して参りました。
　「美ら島から、南風にのって全国へ！」をテーマ
に南の地での開催に、心弾ませながら参加の３日間
でした。
　大会では、「沖縄の長寿と食文化」について琉球
大学教授であります、尚弘子氏の講演があり、沖縄
の長寿は、暖かい気候と南の地域特有の食文化にあ
ることを知る事が出来ました。
　さて、現在は先行不透明な問題、少子高齢化問題、
教育崩壊、心の荒廃、地球の温暖化と色々な困難に

直面しております。私達は、今の時代であるからこ
そ、協調、順応、包容力、忍耐力を持って「共生、
調和」を大切に女性として生きて行かなければなら
ないので はないでしょうか。
　沖縄の歴史、文化、伝統、自然に接し、沖縄県民
の「想い」を感じた全国大会でした。

第40回全国商工会議所女性会連合会
沖縄大会に参加して

第40回全国商工会議所女性会連合会
沖縄大会に参加して

　11月１日と２日の２日間、十和
田商工会館で商業まつりが開催さ
れました。私達、女性会も恒例と
なった「なべっこだんご」で参加
いたしました。毎年、楽しみに食
べに来てくれるお客様が沢山おい
でになり、「美味しい」「安い」
と言って食べてくれるので、とて
もやりがいがあります。
　２日目、９時頃から雨が降り残
念に思いました。商業まつりが今
年初めて会館内の１階ホールで開
催されましたが、参加店舗数が13
件と非常に少なかったことも少し
残念です。市民文化祭の開催日と

重なったことから、文化センター
や美術館への来場者が立ち寄るこ
とも期待されましたが、余り関係
がなかったように思われます。
　今回は2,000円分買い物をする
と抽選することができ、「お米10
㎏が当たりました」というアナウ
ンスと大きな拍手・歓声が外のテ
ントにいる私達にも聞こえてきま
した。私もお買い物をして挑戦す
ると「お米５㎏」と「なべ焼きう
どん」が当たり、とても得をした
気分で嬉しく思いました。普段よ
り特価のプライスで買い物、なお
かつ抽選会があり、得したと満足

に思いました。
　お客様が今必要な商品、魅力な
価格、開催日、お天気により買う
物も異なり、主催者側の企画もか
なり左右されるなど来年への大き
な課題もあるように思います。

美味しい
!!

　安い!
! あったか～い「なべっこだんご」商業まつりで販売

駒松くん、駒桜ちゃんと記念の一枚

十和田商工会議所女性会　副会長　大竹貴美子

あったか～い「なべっこだんご」

大
会
初
日
に
開
催
さ
れ
た

懇
親
会
場
に
て
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六丁目アーケード完工

これまでの軌跡⑤ ～活気溢れる街「十和田市」を創造～

　今年度で創立20周年を迎える十和田商工会議所青年部の

設置が昭和63年の通常総会において承認され、翌年の平成

元年には設立総会を開催し記念講演などが行われ、初代会

長に古舘實氏（㈲やねに商事）が就任する。

　昭和63年３月13日、本州と北海道を結ぶ世界最長の

53.85kmの海底トンネル「青函トンネル」が開通し、同時

に鉄道連絡線としての使命を終えた青函連絡船が運航を終

了した。また日本発の屋根付き球場「東京ドーム」が完成

したのもこの年である。

昭和63年から平成９年までの10年
年号(西暦) 十和田商工会議所の歩み 十和田市での主な出来事

昭和63年
（1988年）

平成元年
（1989年）

平成２年
（1990年）

平成３年
（1991年）

平成４年
（1992年）

平成５年
（1993年）

平成６年
（1994年）

平成７年
（1995年）

平成８年
（1996年）

平成９年
（1997年）

　４月１日に臨時議員総会（組織会）で、会頭に田中吉次郎氏、副会頭
に江渡龍博氏、専務理事に小笠原昭氏を再任し、新たに稲本純一氏が副
会頭に就任した。

・市長に中村亨三氏が就任

十和田バイパス開通式

　中小小売業と既存商店街の活性化の
ために通産省の商業近代化実施計画策
定の地域指定を受け、実施計画づくり
に取り組む。

・十和田バイパス北半分が開通
・岩手県花巻市と新渡戸友好都
市締結

・集中豪雨により被害大

　商業近代化実施計画の具体的な取り
組みのため、常議員、十和田市農協、
商店街振興組合、十和田市、十和田市議会経済常任委員で構成する「商
業近代化促進検討委員会」を発足させる。
　臨時議員総会（組織会）で会頭に稲本純一氏、副会頭に桜田七郎氏
と平野郁太郎氏を選任。

・官庁街通り入口に中央派出所
・台風19号の被害を受け、当市
だけで被害額は14億円を超えた

　十和田市長と当所会頭とが連名で陳情した「国道４号線沿い中心商
店街舗装打替換工事」は、建設省より採択され、中心商店街整備事業
が大きく前進した。
　秋まつりが９月第２週金・土・日となる。

　商店街環境整備としての共同施設事
業を実施し、並行して都市基盤整備の
関係公共事業も行われ、魅力ある商店
街づくりを目指し中心商店街の近代化
事業が始まる。

・戦後最大の大凶作で米不足と
なる。

商店街環境整備として中央商店街のア
ーケードを新設した他、歩道整備と電
線地中化の工事にも着手。六丁目商店
街でもアーケード新設の共同施設事業
を実施

・総合体育センター完成
・産業と文化まつりに代わる
「駒フェスタとわだ」を開催

　七・八丁目商店街のアーケード新設工事が完工。また商工会館の玄関
ホール、会議室、相談室等の増改築と駐車場整備が完工する。

・市制施行40周年記念式典開催

　総事業費７億８千500万円、長さ480ｍのアーケードの架け替えや植
樹など、『まちの顔』としての中心４商店街の景観整備が完成。また県
と市の補助を受けて中央商店街にコミュニティーホールを開設。

・東公民館完成
・市長に水野好路氏就任

　中心市街地活性化対策の一環として、中央商店街及び南、七・八丁目
商店街に１ヶ所ずつ無料駐車場を設置。

・十和田職業能力開発校落成

　臨時議員総会（組織会）で会頭に稲本純一氏、副会頭に平野郁太郎氏
を再任し、新たに田島弘次氏が副会頭に、常任理事の川上賢志郎氏が専
務理事に選任される。

国道４号舗装打換工事
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マル経（小規模事業者経営改善資金融
資制度）の融資利率は年2.15％です。

（平成20年11月13日現在）

融資対象 商業・サービス業の場合
　　　　常時雇用が５人以下
製造業・建設業等の場合
　　　　常時雇用が20人以下

申し込みは当所（　24-1111）相談所

融 資 利 率 情 報

マル経の金利は
年2.15％

融資限度 ①運転資金②設備資金に対し

て最高1，000万円

返済期間 ①運転資金→５年以内
②設備資金→７年以内

　青森県最低賃金が10月29日か

ら次のように改定されました。

　　　　時間額：６３０円

※特定の産業には産業別最低賃

金額が定められています。

※最低賃金額の算定には、精皆

勤手当、通勤手当、家族手当、

臨時に支払われる賃金、１ヵ月

を超える期間ごとに支払われる

賃金（賞与・期末手当など）、

時間外労働・休日労働に対して

支払われる賃金及び深夜労働に

対する割増部分の賃金は含まれ

ません。

【お問合せ】

青森労働局賃金室（℡017-734-

4114）か十和田労働基準監督署

（℡0176-23-2780）にお尋ねくだ

さい。

●「容器」「包装」を利用して

　中身を販売する事業者

●「容器」を製造する事業者

●「容器」および「容器」「包

　装」が付いた商品を輸入して

　販売する事業者

は、「特定事業者」と呼ばれ、再

商品化(リサイクル)の義務があり

ます。該当する場合は十和田商

工会議所にお申込ください。な

お、詳細は(財)日本容器包装リサ

イクル協会コールセンター(℡03-

5251-4870)にご相談ください。

お申込み期間

　平成20年12月8日(月)

　　　　 ～平成21年2月6日(金)

　(社)青森県中小企業診断協会で

は、マネジメントトップセミナ

ーを開催いたします。

日　時　12月15日(月)

場　所　青森国際ホテル

受講料　無料　募集人員　200名

講演会

　講　師　

　法政大学大学院政策創造研究科

　教授 　坂本　光司氏

　テーマ　

　元気印中小企業の法則的特徴

　講　師　

　㈱アミューズ相談役名誉会長

　兼アミューズ総合研究“Skhole”

　主任研究員 　大里　洋吉氏

　テーマ　

　あなたを変える－青森を変え

　る－日本を変える

お申込み

(社)青森県中小企業診断協会

℡　017-734-9375

12月５日(金)まで受講申込書等に

より申し込んでください。

　中央商店街区の休憩所・交流

広場としてご利用いただいてお

ります市民ふれあいホール内の

出店者を公募致します。

場　所　稲生町17-2

市民ふれあいホール内

現段階での仕様　

そば屋さん仕様(但し厨房機器等

は、基本的には付属しません)

入居の要件

１．店舗面積5.2坪

家賃＠10,600円+共益費800円

＝11,400円（冬期間は別途　暖房

費　月2，000円加算）　　　

２．朝10時～夜７時までの営業

３．土日祝日も営業(火曜定休日)

４．出店に伴う内装工事につい

ては、事前相談して頂きます。

５．平成21年４月～入居可能。

　  （契約は４月～１年更新）

お問合せ

当所相談所　℡24-1111担当まで

ＴＣＣＩ
Towada
Chamber of
Commerce ＆
Industry 十和田商工会議所からのお知らせ

青森県最低賃金
改正のお知らせ

案内

マネジメント・トップ・セミナー
「第47回経営講習会」

案内

市民ふれあいホール内
出店テナント募集

案内

平成21年度の
再商品化委託申込受付中

案内

会員数（平成20年12月１日現在） 1,333事業所

事 業 所 名 代 表 者 名 所　　在　　地 営 業 種 目

今 泉 尚 己

久保田　愛　子

十枝内　康　仁

〒034-0083

〒034-0012

〒034-0011

十和田市西三番町1-28-2

十和田市東一番町3-29

十和田市稲生町4-23　第一田中ビル２階

飲食業

宿泊・喫茶

弁護士

T O N T O N

宿 　 ポ プ リ

平成20年８月６日～９月25日受付分（敬称略・順不同）

新入会員ご紹介

十和田支所
弁護士法人 十枝内総合法律事務所
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毎週火曜日　当所２階
午後１時～４時
青森県弁護士会

十和田法律相談センター

つ ぶや きつ ぶや き

日月 曜 行　 　事　 　名

"Ｙｅｓ，ｗｅ　ｃａｎ"

　黒人指導者マーティン・ルーサー・キング牧師が「私には夢がある」

と演説してから45年。米民主党のバラク・オバマ上院議員が11月４日夜(日

本時間５日午後)、米国初の黒人大統領になることが決まった。来年1月20

日には、47歳の若き指導者が第44代大統領に就位する。この歴史的な偉

業に人々は、歓喜し、彼の勝利宣言スピーチに感動した。

　スピーチの最後のパラグラフの中に、「今この時にこそ、私たちは人々

がまた仕事につけるようにしなくてはなりません。子供たちのために、

チャンスの扉を開かなくてはなりません。繁栄を取り戻し、平和を推進

しなくてはなりません。今この時にこそ、アメリカの夢を取り戻し、基

本的な真理を再確認しなければなりません。大勢の中にあって、私たち

はひとつなのだと。息をし続ける限り、私たちは希望を持ち続けるのだと。

そして、疑り深く悲観し否定し続ける声に対しては、そんなことはでき

ないという人たちに対しては、ひとつの国民の魂を端的に象徴するあの

不朽の信条をもって必ずこう答えましょう。Ｙｅｓ，ｗｅ　ｃａｎ．」

　チーム・オバマは、間もなく始動する。オール・アメリカを見るにつけ、

我々日本も十和田も、もちろんあらゆる会社・組織・団体がチームとし

ての存在価値を今一度、点検と確認する必要がある時だと思う。変革が

もたらす変化に乗り遅れないためにも･･･。

(かけちゃん)

検定試験情報

定例金融相談

法 律 相 談

そろばん検定
　（１～３級・準級・下級・暗算）
　検  定  日：H21. ２／８
　申込受付：12/１～H21.１/７

販売士検定
　（１級・３級）
　検  定  日：H21. ２／18
　申込受付：12/18～H21.１/26

　当所では、国民生活金融公
庫の定例金融相談日を開設し
ています。相談の希望の方は、
事前にお申込み下さい。
◎相談日時 1 2月1 1日（木）

午前10時30分～12時まで
申込先／当所相談所

TEL24 ─ 1 1 1 1

相談申込先（事前予約）
　TEL 017ー777ー7285
　青森県弁護士会

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

6

7

８

10

11

14

26

５

12
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青森県YEG第４回役員会（五所川原商工会議所）

第30回十和田地区そろばん競技大会兼2008年全国そろばんコンクール

第２回十和田まちづくり設立発起人会

青森県社会保険協会県南支部50周年記念事業実行委員会

定例金融相談

ストリートフェスタ（バラ焼博覧会）+ふれあいホールイベント

珠算能力検定試験

仕事納め

仕事始め

十和田市・商工会議所・商工会共催新年祝賀会

会議所カレンダー12 1December January
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詳しくは、下記の機関までお問い合わせください。

今月のショーウインドー今月のショーウインドー

　９月23日、当市では２ヵ所目となる法律事務

所「弁護士法人十枝内総合法律事務所十和田支

所」が誕生した。開設したのは七戸町（旧天間

林村）出身で、現在、東京で法律事務所を開設

する十枝内康仁弁護士。支所長には平成18年10

月に入所した安澤裕一郎弁護士が赴任した。安

澤弁護士は、平成16年に司法試験に合格した後、

平成18年に弁護士登録をし、これまで刑事事件

や先物被害事件、家事事件、労働事件等、様々

な分野で数多くの事件を解決してきた。

早期相談が早期解決につながります！

場　所

T E L

F A X

営　業

定休日

代表弁護士

稲生町4-23

第一田中ビル２階

21-4005

22-7378

9：30～17：30

土・日・祭日

　十枝内　康仁

　当事務所では、十枝内弁護士の理念でありモット

ーである司法過疎地で高度な司法サービスを提供し

ています。最近、債務整理に関する相談が増加して

います。当事務所では債務関係のご相談を無料で受

け付けております。問題を抱え込まず、早期相談は

早期解決につながりますので、お気軽にご相談下さい。

弁護士法人

十枝内総合法律事務所
十和田支所

無料相談会のお知らせ
開催日 12月26日（金）・27日（土） 10：00～16：00
※無料相談会には事前予約が必要です。予約の受付は12月
　15日（月）から

【支所長】

　安澤 裕一郎

【出身地】

　岡山県岡山市

【生年月日】

　昭和44年８月15日

【出身大学】

　東京大学法学部

【弁護士登録】

　平成18年10月

あん ざわ ゆう いち ろう

自社に合った

人材確保への近道

求人を考えている、若年者を雇用する計画のある事業主の皆様へ

事業主委託訓練のご案内
企業実習先行型訓練制度 35歳未満の働く意欲に燃える若年求職者を自社で育ててみませんか。

求人セット型訓練制度 働く意欲に燃える人材（求職者）を自社で育ててみませんか。

●概ね25歳以上35歳未満の求職者であって、その早期安定就労を促進するための職業訓練を必要とする人を
対象に、自社が求める技能・知識を習得させることを目的として、自社が作成するカリキュラムにより企業
実習（１ヵ月～３ヵ月）を行います。
●実習を通じた修得度・評価に応じて（必要があれば）不足する技能・知識を補完するため、教育訓練機関
において別途契約によるフォローアップ訓練（３ヵ月以内）を実施します。
●訓練時間数は、１ヵ月当たり108時間以上（１日８時間以内）です。なお、訓練生には、定めた訓練時間外
での訓練を受講させることはできません。

●皆様の事業所で面接選考した求職者を一定期間（標準３ヵ月間）受け入れていただき、企業実習を中心と
した実践的な教育訓練を実施して、自社に合った人材に育てることを目的とした制度です。
●訓練時間数は、１ヵ月当たり108時間以上（１日８時間以内）です。なお、訓練生には、定めた訓練時間外
での訓練を受講させることはできません。
●実習を通じた修得度・評価に応じて（必要があれば）不足する技能・知識を補完するため、教育訓練機関
において別途契約によるフォローアップ訓練（３ヵ月以内）を実施します。

〒030-0822　青森市中央３丁目20-2

０１７-７７７-１２３４

独立行政法人雇用・能力開発機構青森センター

コナカ ホーマック ケーズデンキ

稲生川
ユ
ニ
バ
ー
ス

山崎製パン

三本木
稲荷神社

富士屋ホテル
グランドホール


