
おいらせのプロムナード・ロードも良い。

平凡な流れにこそ、平安がある。そこで一句、

青き瀬の人の歩みに合わせつつ　　晃

OWADAT RONTIER

十和田商工会議所 ホームページhttp://www.towada.or.jp　メールtowada@towada.or.jp

平成27年9月5日発行 第259号（毎月1回5日発行）

信頼され　行動する　商工会議所

購読料は会費の中に含まれています。

9

Towada Chamber of Commerce & Industry
十和田商工会議所会報『フロンティア』

F

４　B－1グランプリ in十和田　開幕直前特集
３　〈この人に聞く〉　㈲大昇運輸  代表取締役  大坂陽一さん
６　商工会議所の要望活動　全36項目を市へ提出　
８　青年部インフォメーション　「元気な会社づくり」に繋がる研修を開催
９　〈マイナンバーとは？ 最終回〉　通知カードと個人番号カード
９　四者交流パークゴルフ大会開催　果たして商工会議所チームの結果は？
10　「月がとっても青いから」全国カラオケコンクールのお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　お持ち帰りの店 いえのや
12　〈きらめけっ未来の主役〉　竹ケ原興業㈱  根岸大稀さん
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日 月 火 水 木 金 土

6
・Ｂ-１グランプリ

in 十和田ボラン
ティアスタッフ
団結式

7 8 9 10
・定例金融相談
・Ｂ-１グランプリ
　in 十和田実行委
員会

11
・十和田市秋まつり
合同運行、みこ
し・流し踊り

12
・十和田市秋まつり
十和田囃子競演
会、薄暮・夜間
運行

13
・十和田市秋まつり
　合同運行

14
・県連幹事会
・生命共済統一キ
ャンペーン表彰
式

15 16
・県連共済制度担
当者連絡会議

17
・第122回通常会
員総会・会員大
会

18
・日本YEG第34回
東北ブロック大
会みやぎ石巻
STAGE（～20日）

19

20 21 敬老の日 22 国民の休日 23 秋分の日
・「月がとっても青
いから」全国カ
ラオケコンクール

・Ｂ-1グランプリ
10日前イベント

24
・定例金融相談

25
・消費税転嫁対策
セミナー

26
・2015とわだ

Yosakoi夢まつり
前夜祭

・第43回リテール
マーケティング
検定

27
・2015とわだ

Yosakoi夢まつり

28
・上十三税務団体
連絡協議会定時
総会

29 30 10/1 2
・Ｂ-1グランプリ
　in 十和田前夜祭

3
・Ｂ-1グランプリ
　in 十和田

4
・Ｂ-1グランプリ
　in 十和田

5 6 7 8
・定例金融相談

9 10

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

ＦＲＯＮＴＩＥＲ的とわだ検定

僕らは僕らは
前に進めない理由を前に進めない理由を

あれこれ見つけるのが上手くなってきますがあれこれ見つけるのが上手くなってきますが

要は要は
覚悟ができてるかどうかだけだったり覚悟ができてるかどうかだけだったり

するんですよね。するんですよね。

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）／書道家。熊本育ち。３歳か
ら母である双葉に師事。東京理科大学、NTT退社後、ス
トリートからはじめる。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がける。全国でユニー
クな個展を開催。著書は、作品集【絆】、【上機嫌のすす
め】など20を超える。書道教室は約300名（2005年よ
り満席状態が続く）。公式ブログ「書の力」のアクセス数
は、１日５万を超える。⇒ http://ameblo.jp/souun

39
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問１．次に挙げる十和田市の神楽のうち、県無形民俗文化財に指定されているもの
　　　は？

　　　①南部切田神楽　②南部洞内神楽　③三日市神楽　④南部深持神楽

覚悟を決めた瞬間
　「会社を潰すのが自分の子であるならば本望だ」。
これは、創業者である父が言った言葉であり、私が
この会社に骨を埋めると覚悟を決めた言葉です。
　会社を継ごうと思ったのは高校３年生の頃。他の
ことにも興味がありましたが、これも運命かなとい
う感覚でした。そこから会社に入るまで、自分なり
に意識して取り組んできたつもりでしたが、いまい
ち不安や怖さを拭い去ることができずにいたので、
この父の思いを聞いた時、吹っ切れた感じがして一
気に前向きな気持ちへと切り替わりました。
 
自分を成長させてくれるもの
　厳しい上司や一筋縄ではいかない取引先といった
不得手な存在は誰にでもあると思いますが、そう
いった人物こそ自分を育ててくれると考えていま
す。苦手意識を持ちながらも、逃げずに向き合うこ
とで新たな気付きと学びに繋がるので、後になって
感謝の気持ちで接することが出来たなら、それは自
分自身成長した証なんだなと捉えています。
 
口は禍のもと!?
　割と決断は遅いかもしれません（笑）。冷静に分析
してから結論を出すタイプとも言えますが、時々つ
い口走ってしまい後悔することも。もはや 高責任
者の身ですから、発言にも要注意です。
 
自慢ではないけれど
　身に覚えがないのですが、頭が良く見られます

（笑）。趣味も読書と言いそうな見た目ですが、むし
ろ勉強は苦手で運動して汗をかくことが好きです。
サッカーが趣味で週に何度か体を動かしています。
 
今春、代表取締役に就任して
　ポジションは変わりましたが、意識・考え方の点
では何も変わりません。常に頭を柔らかくし、業種
に関わらず様々な情報からヒントを得て事業の発展
へと結び付けていきたいと思います。変わったこと
と言えば、人前でスピーチしたり、会合へ出席した
りと不慣れなことにチャレンジすることが増えたの
で、話術の方も鍛えないといけませんね。
　また、自己の利益追求だけではなく、働きやすい
環境づくりや住みやすい街づくりなどに積極的に取
り組み、十和田市の発展に少しでも貢献していけた
らなと考えています。

㈲大昇運輸 代表取締役、㈱大阪 専務取締役。1981年十和田市生まれ。
十和田工業高校、八戸工業大学で建築を学び、2004年八戸市の建設
会社に入社。３年間勤めた後、'07年に㈱大阪に入社。今春、㈲大昇
運輸の代表取締役に就任し、現在に至る。

代表取締役：大坂　陽一
所 在 地：十和田市大字八斗沢字八斗沢191
営業内容：一般貨物運送事業、産業廃棄物処分業（中間処理）ほか
Ｔ Ｅ Ｌ：0176－27－3055
Ｆ Ａ Ｘ：0176－27－3225

事業所概要

Profi le

有限会社  大昇運輸
　代表取締役

 大
おおさか

坂　陽
よういち

一さん（34歳）

父の言葉を胸に
事業と地域の発展に尽力を
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　開催を来月に控え、ご多忙の中取材に応じてくだ

さったのは十和田バラ焼きゼミナール舌校長でＢ-１

グランプリ in 十和田実行委員会副委員長でもある畑

中宏之さん。ついに本番まで一ヶ月を切り、現在の心

境など語っていただきました。

　ついに一ヵ月を切り、立場上、本当に成功するんだろ

うか、天気はどうなるんだろうか、たくさんの人が来場

してくれるんだろうか、と不安や心配事はたくさんあり

ます。ですが、その不安を払拭するために緻密な準備を

しています。今大会のコンセプトはとわだに愛にいこう

です。「想いをつなぐ地域愛・地域をつなぐ人間愛」と

いう愛をいかに大会で表現できるかどうかが大きなポイ

ントになります。

　そして、ここまで順調に進んできているのは実行委員

会委員長である石川正憲会頭の存在がすごく大きいです

ね。腰痛持ちで、さらに老体にムチうってボランティア

募集や協賛金のお願いなど先頭に立って動いています。

そこで若者の私達も負けていられません（笑）。

　個人的にはワクワク？ドキドキ？緊張感？高揚感？い

ろんな感情が混じり合っていて、言葉では表現が難しい

ですね。

　2013年北海道・東北Ｂ-１グランプリは子供達、

ボランティアの人が素晴らしく輝いていて、それ

が「伝説の支部大会」と愛Ｂリーグ関係者内で言

われる所以です。きっと昔の賑わいのある十和田

を思い出した人もいたと思いますよ。今大会を「伝

説」を超える大会にし、自分達のまちを自分達で

創っていくという、意識を変えるキッカケになれ

ばと思います。

「伝説」を超えて
一人一人の意識を変える

いろんな感情が混じりあい、そして…愛

来場してくださった方に
最高の思い出を!!

こ こ だ け の ウ ラ 話

　Ｂ-１グランプリは、終わってからそのまちに足を

運ばせるキッカケ作りであり、そのために共同戦線を

張り、共同ＰＲの場です。全国から集まる62団体のお

もてなし感、パフォーマンス、そしてご当地グルメの

味を堪能してください。それを統括している十和田の

愛を感じてください。たくさんの来場者に「よく来た

ね～」と一言、声をかけて下さい。その一言が 高の

思い出となるはずですから！

※会場周辺の店舗駐車、私有地等への無断駐車、違法駐車は、大変迷惑となりますのでおやめください
　自転車・オートバイでお越しの方は駐輪場・バイク駐車場をご利用ください

〈市内の臨時駐車場〉十和田湖総合運動公園、十和田市十和田湖支所、駒っこランド、道の駅奥入瀬、全農パッ
ケージセンター、ワダカン十和田工場、焼山駐車場（シャトルバスは８：00発・16：30戻りの１往復のみ）、マ
ルゼン十和田工場（４日のみ）　　ほかに近隣市町村にもありますので、詳しくは実行委員会まで。

　取材の時、大事に保管してある手紙を見せていただいた。それは、毎回大会に足を運んでくださる石川正憲会頭から
の手紙である。客観的な視点から、自分なりに思ったことをまとめたものだった。そういった想いが頑張る力や支えに
なっていると、畑中さんは満面の笑みで話していた。

残り一ヶ月を切り

開催までラストスパ
ート！

会場周辺には駐車場がございません。公共交通機関または、臨時駐車場、シャトルバスをご利用ください。

「十和田バラ焼きゼミナール」舌校長　兼
「Ｂ－1グランプリ in十和田実行委員会」副委員長

畑中　宏之さん
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問２．十和田市出身で、主な作品に「南八甲田の森をゆく」「十和田市現代美術館
　　　企画展図録 原生の鼓動＋」などがある写真家は？

　　　①明山應義　②岩木 登　③佐々部清　④内田朝陽

タイムスケジュール

開催まであと28日

第10回
～第10回ご当地グルメでまちおこしの祭典！B-1グランプリin十和田～

　10月２日（金）に本番直前 終イベントとして出展団

体パレードを開催します。団体のみなさんをおもてな

しの心でお迎えし、沿道からエールを送りましょう。

　赤いシールで「愛」を作

るプロジェクトが十和田観

光物産センターで進行中。

シールには「Ｂ-１グラン

プリ in 十和田」へのメッ

セージを！みなさんからた

くさんのメッセージお待ち

しております。

　出展団体が提供する料理の購入には、Ｂ-１グランプリチケッ

トが必要となります。当日も会場内で販売しますが、大変混雑

が予想されますので、事前の購入をおすすめします。尚、チケッ

トは併催イベント「魅力発信アオモリ＊コレクション」と「十

和田づくしフェア」との共通券にもなります。

　今大会では、上位３団体に「箸のトロフィー」と、

副賞に100日前イベントで制作した「南部裂織の

箸袋」を贈呈します。そのお披露目を兼ねて、大

会10日前記念イベントとして商店街をプレパレー

ドします。

日時　９月23日（水）　11：00～12：00（予定）

場所　市民交流プラザ⇒商店街⇒駒っこ広場

出展団体パレード ～本番直前最終イベント～

みんなで「愛」を作り上げよう！

「Ｂ－１グランプリチケット」前売り好評販売中!!

10日前記念イベント
～「箸のトロフィー」・「南部裂織の箸袋」のお披露目～

同 時 開 催
日時　10月３日（土）・４日（日）9：30～15：30

魅力発信!!
アオモリ＊コレクション

青森の魅力が一挙大集合!!

十和田づくしフェア
十和田を代表する産品が勢ぞろい!!

10月2日（金）
【セレモニー】　市民交流プラザ「トワーレ」駐車場　　16：20～16：30
セレモニーでは、ふれあい事業として市内小学校の児童が出展団体の地域を学習し、壁新聞をイメージして
作成したのぼり旗を出展団体に贈呈します。※のぼり旗は９月13日（日）の十和田市秋まつりで市民にお披露目します。

【パ レ ー ド】　市民交流プラザ「トワーレ」⇒商店街（青銀交差点）⇒官庁街通り 16：30～17：30
出展団体が商店街・官庁街通りをパレードをします。アート広場では、三本木中学校吹奏楽部の演奏による、
おもてなしが行われます。

←縦３ｍ・横２ｍの巨大な「愛」

【お問合せ先】Ｂ-１グランプリin十和田実行委員会事務局　TEL 0176-51-6799　FAX 0176-58-5124
　　　　　　 E-mail  b-1@towada2015.com　　HP  http://b-1towada.com

本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本見 本本見見見見見見見見見見見見見見 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本見見見見 本本本本本見見 本見見 本本見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見 本本本本本本本本見見見見 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見
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　当所事業計画に基づく意見活動の一環として、８月

27日、石川会頭をはじめ、各対策委員長・部会長が小

山田市長のもとを訪れて、今年度の要望書を提出。実

現へ向けた積極的な取り組みを求めた。

　要望事項は全部で36項目。このうち11項目が新規で、

定住人口増加策と入口（駒っこ）広場の整備に関する

２項目を重点要望に挙げた。

　要望内容は次の通り。尚、要望に対する回答（十和

田市との懇談会）は、10月頃を予定。

商工会議所意見活動 十和田市へ要望書提出

36項目を市へ要望

重 点 要 望 事 項

小山田市長へ要望書を手渡す石川会頭

→
広
場
中
央
に
位
置
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
。

利
用
者
に
と
っ
て
不
便
と
感
じ
る
こ
と
も
。

　平成17年１月１日、旧十和田市と旧十和田湖町が合

併し現在の十和田市が誕生。当時の人口は68,171人

だったが、合併から10年が経過した平成27年１月１日

現在の人口は64,041人と、4,000人余りの減少となっ

た。今後も少子化・人口減少が進み、2040年の当市

の64歳以下の人口は現在の半数以下になると予想（国

立社会保障・人口問題研究所の人口推計）され、出生

率の向上と若年人口の流出減・流入増が喫緊の課題で

あると考えられる。街に活気を取り戻すためにも、人

口増は大きな要素であると思われることから、機会あ

る度に十和田市をＰＲするとともに、「まちなか定住」

への家賃補助や市外からの定住者への住宅建築補助な

どの政策等が必要ではないだろうか。四季折々変化す

る豊かな自然は言うまでもなく、他地域からの方々を

大事にする地域性、自然災害（風水害）が少ないこ

と、建設業が多く土地・建物価格が抑えられているこ

と、地場産品豊富で食料自給率が高水準にあることな

ど、移住先を選ぶ条件として、当市は安全・安心で良

い環境に恵まれているということに自信を持って発信

していくことができる。市の政策として考えながら、

企業誘致への積極的な働きかけや移住計画下見ツアー

など、人口増に繋がる取組の促進をお願い致します。

十和田市定住人口増加策の
取組促進について

　十和田市のシンボルロードとして市民からも親しま

れている官庁街通りは、「日本の道100選」に選ばれ

るなど、全国でも知られるような存在である。1988

（昭和63）年から1993（平成５）年まではシンボルロード

整備事業として官庁街を中心とする観光整備が進め

られ、その後、官庁街の入口に市民が多目的に利用

できる広場として「入口（駒っこ広場）」が設置され

た。毎年多くの催し物等が開催され利用されているが、

2010年度宝くじ協会助成事業として設置された広場中

央のモニュメント（High Sky）については、駒っこ広

場の利用に際し不便と感じる声が多く聞かれる。この

ことから、モニュメント設置場所の移動、さらに舞台

部分への屋根の設置をお願い致します。

十和田市官庁街通り「入口（駒っこ）広場」の
整備促進について

←
雨
天
等
で
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
ス
テ
ー

ジ
に
屋
根
の
設
置
を
。
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問３．1927（昭和２）年に三本木原大規模開墾期成会を結成し国営開墾事業に向けて
　　　活動した水野陳好が、県や国へ行った陳情の回数とは？

　　　①179回　②379回　③579回　④979回

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策定推進

と各種活性化事業及び関連事業への支援（H18、

今年度内容変更）

２．商店街・商店会開催イベントへの補助金等の積

極的な支援（H14、今年度内容変更）

３．中心商店街の老朽化しているアーケード改修に

対する助成（H26）

Ⅱ．生活し易いまちを目指して
　１．医療環境の充実

①市立中央病院の医師確保のための医師住宅整

備及び主要設備等の充実と環境づくりの促進

（H18）

　２．教育環境の充実

①ボランティア及びコミュニティー意識の醸成

（H15）

　３．住居の整備

①中心市街地への公営住宅建設（H15） 

　４．市内道路網の整備

①稲生橋西側の北側一方通行道路から旧国道４号

線に進入する右折車対策について

②青森銀行十和田支店交差点の歩車分離式信号の

必要性の再考も含めた渋滞解消対策の構築につ

いて

③冬期間の暴風雪による交通及び通行障害の発生

する箇所への防雪対策施設（防雪柵や簡易な防

雪ネット）の設置促進（H25）

④通学路としても利用されている市内切田地区を

結ぶ主要道路（後沢商店付近）の道路拡幅整備

促進（H26）

⑤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（H24）

⑥十和田市都市計画道路下平・東小稲線の早期整

備促進について（H24）

⑦積雪時における歩行者の安全確保及び豪雪時の

生活道路・歩道（特に通学路）・バス停等の迅

速な除排雪と除雪状況管理の推進（H20）

⑧市街地の市道における、交通量等利用状況に応

じた高耐久舗装の整備と未舗装道路の整備促進

（H19）

　５．生活環境の整備

①耐震調査費用及び耐震工事費用の助成施策につ

いて（H21）

②全天候型多目的球技場の設置について（H26）

Ⅲ．観光資源の整備
１．Wi-Fiスポットの拡大及びWi-Fiを活用した一元

的な地域情報発信の促進について

２．地場産品を活用した商品開発に繋がる素材の提

案と６次産業化に向けた生産者と加工販売業者と

の交流の場の創出推進（H25）

３．中心市街地に観光客を受け入れるための大型バ

ス等対応可能な駐車場の整備促進（H23）

４．東北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（H13以前）

５．東北新幹線八戸駅及び七戸十和田駅から十和田

市内観光・誘客の促進（H22）

６．十和田市観光物産センターの有効活用のための

表示看板の見直しと取扱商品の充実について（H26）

７．市内の公園に隣接する駐車場の整備促進（H26）

Ⅳ．地域経済活性化対策の推進
１．十和田市定住人口増加策の取組促進について＜

重点要望事項①＞

２．十和田市官庁街通り「入口広場（駒っこ広場）」

の整備促進について＜重点要望事項②＞

３．安全・安心なまちづくりに向けた防犯カメラの

設置促進及び設置者への助成

４．市内の公的施設に設置してある洋式トイレの

ウォシュレット機能付きへの改修

５．担い手三法の法律改正に対する十和田市として

の対応について

６．十和田市発注の工事について

７．水道設備を活用した小水力発電の設置について

８．総合運動公園の整備促進について

９．空き家の所有者に適正な維持管理を義務付ける

ための「空き家条例」の制定について（H25）

10．伊藤ハムの企業誘致の早期促進（H24）

11．環境意識の向上と節電消灯回避に向けた公共施

設（特に教育施設）への積極的なLED照明の導入

 （H22）

12．農産物加工の工業団地の建設整備促進（H21）

13．全国レベルのイベント等の招致推進と当地域活

性化について（H26）

※青字は新規要望事項
　継続要望事項末の（ ）内は要望開始年度

全 要 望 事 項
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　去る７月30日に青森県商工会議所青年部連合会の
元気な会社づくりへの挑戦委員会委員長 西谷雷佐
さん・桑原冨美一さんを講師にお招きして、十和田
商工会議所青年部研修委員会担当例会「元気な会社
づくり」に繋がる研修を開催致しました。
　講師の弘前YEG西谷さんは、平成22年度日本
YEGビジネスプランコンテストでグランプリに輝
いた時の経緯や、会社づくりの気付きやヒントと
いった付加価値の重要性また、街づくりの物の見方、
面白い人・物・習慣・環境など・不便に思っている
物の特異性を（コンテンツとして）ビジネスにして
はどうかという、成功事例を交えての講演は、とて
も素晴らしく為になるものでした。
　八戸YEGの桑原さんは、悩みを解決する方法や、
身体を使って頭の回転を速くする方法などを分かり
やすく実際体験しながらの講演を頂きました。
　御二方の講演は、映像なども理解しやすく正に「気
づき」の連続でした。
　 後に西谷委員長から「折角、YEGという素晴
らしい組織に属しているのだから、たくさんの人・
事業と積極的に関わりましょう。10月31日県連大会
に十和田YEGから是非たくさんのメンバーで参加
してください」という言葉で、無事終了致しました。

　８月９日に開催された八戸港カッターレースに、
青森県商工会議所青年部連合会の事業の一環として
県内７つの各YEGそれぞれでチームを組み参加し
ました。全国各地レースの常連や地元企業同僚チー
ムなど多様な参加者の全75チームで熱戦が繰り広げ
られました。
　佐藤会長の指揮下、統一された動きを見せるはず
が進行方向の軌道修正に追われること数回、まずま
ず？の成績となりました。漕ぐ技術や力の強さより
もチーム内の意思の疎通がうまくいくかで結果が変
わります。企業活動にも通じるものがあると実感し
ました。

　当日は、石巻YEGの中川会長、東北ブロックみ
やぎ石巻大会の山田実行委員長にもオブザーバーと
して参加して頂き、 後に９月18日～20日に開催さ
れる第34回東北ブロックみやぎ石巻大会のＰＲを
して頂きました。
　是非たくさんのメンバーで参加し、「感謝カンシャ
かんしゃ KANSYA」のスローガンを体験してみま
せんか？
　例会当日は32名のメンバーに参加いただきまし
た。ありがとうございました。

十和田商工会議所青年部
研修委員会

 　委員長　蛯
えびさわ

澤　康
やすゆき

之

研修委員会担当例会

「元気な社会づくり」
に繋がる研修を開催

八戸港カッターレースに参戦
カギを握るのはチームの団結力

●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

「気づき」の連続となった講演会

チーム十和田YEGも団結して奮闘

十和田商工会議所青年部
総務委員会

 　委員長　竹
たけだち

達　大
だいすけ

輔

　８月11日、十和田商工会議所青年部会員である中野渡新一さんが急逝され
ました。ご生前のご厚情に深く感謝するとともに、ここに謹んで哀悼の意を表
し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

訃　　報
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問４．ソバの産地でもある十和田市では、ダッタンソバも栽培されているが、独特
　　　な特徴から別に何と呼ばれているか？

　　　①渋ソバ　②甘ソバ　③辛ソバ　④苦ソバ

Topics

　７月29日、今年度第１回目となる知事と商工三団体と

の懇談会が青森市で開催され、当所から石川会頭、岩間

副会頭、櫻田専務理事が出席した。

　懇談会では、県商工会議所連合会、県中小企業団体中

央会、県商工会連合会の各団体からそれぞれ県に対する

要望を提言。要望書を三村県知事に手渡した。

　県商工会議所連合会は「人口減少社会に対応した地域

産業振興策の充実・強化について」要望した。

　８月６日、四者交流パークゴルフ大会が高森山パーク

ゴルフ場で開催され、プレーを通じて親睦を図った。

　この日は30℃を超える真夏日。選手は激しい暑さに汗

だくになりながらも、全４コース36ホールを回りスコア

を競い合った。チーム対抗による結果は次の通り。

優勝：ＪＡおいらせ十和田、準優勝：十和田市議会、第

３位：十和田市農業委員会、第４位：十和田商工会議所

　商工会議所チーム来年こそは…

地域経済発展に向け要望書を提出
知事と商工三団体との懇談会

暑さに負けず一打入魂
四者交流パークゴルフ大会

懇談会開催にあたり三村申吾知事が挨拶

ホールインワンも出るなど、多くのナイスショットも

　マイナンバーの通知がいよいよ来月から始まります。連載の 後に、10月から配布される通知カード、平成
28年１月から申請により交付される個人番号カードについて説明します。

申請・交付スケジュール

通知カードとは？

個人番号カードとは？

カードに有効期限は？

　通知カードは、券面に基本４情報（氏名・住所・生年月日・性別）とマイナンバーが記載された紙製のカー
ド（予定）で、住民票を有する全ての方に送られる。顔写真は入っていません。

※今後も追加情報等あり次第、随時お知らせします。 参考資料：内閣官房ホームページ

　個人番号カードは、券面に基本４情報、マイナンバーなどが記載され、本人の写真も表示されます。通知
カードとともに送付される申請書を提出すると、平成28年１月以降に交付を受けることができます。
　個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された
電子証明書を用いて各種電子証明や、印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。

　20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮して５年としています。
　また、転居した場合など、カードの記載内容に変更があった時は、14日以内に市町村に届け出て記載内容を
変更しなければいけません。

2015年10月に通知がはじまる

マイナンバー（社会保障・税番号）制度とは？ ～最終回～ 通知カードと個人番号カード



10　FRONTIER　2015.9

お問合せ先　十和田商工会議所中小企業相談所　TEL24－1111

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

Information

事業引継ぎ支援セミナー第９回「月がとっても青いから」
全国カラオケコンクール

平成27年国勢調査

返済期間

●運転資金７年以内
●設備資金10年以内

政府系融資制度「マル経」情報

マル経の金利は

年１．２５％（平成27年８月12日現在）
融資対象

●十和田市内で１年以上継続して事業を行っていること
●常時雇用する従業員の数が、製造業・建設業等では

20人以下、商業・サービス業では５人以下（個人の家
族従業員・法人の役員は除く）の企業

●所得税・法人税・事業税・住民税・消費税等、納期限
の到来している税額をすべて完納していること

●従前（原則６ヶ月以前）から商工会議所の経営指導（相
談指導）を受けていること

商工会議所がお勧めする

無 担 保

無保証人

融資限度

最高2,000万円
1,500万円超の場合は

別に要件あり

簿　記（第141回１～４級）
　検 定 日：11月15日（日）
　申込期間：９月24日（木）～10月16日（金）
リテールマーケティング＜販売士＞（第43回２級）
　検 定 日：９月26日（土）
　　※申込みの受付は終了しました。
そろばん（段位・１～３級）
　検 定 日：10月25日（日）
　申込期間：９月24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）

（ ）

日　時　９月23日（水）　10：00～準決勝（9：30開場）

　　　　　　　　　 　 13：00～決　勝

会　場　十和田商工会館　１階大ホール

内　容　○月がとっても青いから・課題曲・自由曲

　　　　　の各部門の本選コンクール

　　　　○菅原都々子 ライブステージ

　　　　○花岡　優平 ライブステージ

入場料　2,000円（税込）　チケット販売中

【入場チケットのお求め・お問合せ先】

「月がとっても青いから」実行委員会（当商工会議

所内）　TEL 0176-24-1111

　平成27年国勢調査が変わります！今回から初めて

インターネット回答を実施（紙の調査票でも回答

可）。調査結果は福祉、教育、雇用、防災、地域対

策など、日本の未来をつくる基礎資料になります。

関係書類は、今月、調査員が各世帯を訪問して配付

しますので、回答のご協力お願いします。

【お問合せ先】県統計分析課人口労働統計グループ

　　　　　 　TEL 017-734-9167

　当商工会議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致します（要予約）。
相談日時：９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

定例金融相談

　中小企業の事業引継ぎをサポートする国の支援機

関「事業引継ぎ支援センター」の取り組みや支援事

例等を紹介します。

日　時　９月10日（木）　13：00～16：40

会　場　青森県観光物産館アスパム

内　容　第１部　支援機関、金融機関、専門家向け

　　　　経営承継円滑化法について ほか

　　　　第２部　経営者、後継者向け

　　　　事業承継の現状と対策 ほか

参加費　無料

定　員　第１部、第２部ともに各50名

【お申込み・お問合せ先】事業引継ぎ支援セミナー

事務局　TEL 03-5913-5705　FAX 03-5913-6409

十和田市プレミアム付商品券ご利用可能期間のお知らせ
商品券ご使用可能期間　平成27年６月１日（月）～10月15日（木）　※10月16日以降は使用できません。

【お問合せ先】十和田商工会議所　TEL 0176-24-1111　　十和田湖商工会　TEL 0176-71-2201

十和田市秋まつり

9月
11日（金）・12日（土）・13日（日）
【お問合せ先】

（一社）十和田市観光協会　TEL 0176-24-3006

つり
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解答　問１．①　問２．②　問３．②　問４．④

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

さわやか川柳

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

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

　今年も暑い夏となりましたが、

コスモスを見かけると秋の到来を

感じてしまいます。

　でも、熱いイベントはまだまだ

これから！秋まつりやYosakoiや

Ｂ-１グランプリや…、層が厚い

 (tkr)

〔あつい〕

弱音など吐くな生きてるのが花よ 藤田　雪魚

　　生きていれば何かいいことがある

叶わない夢に向かってかいた汗 木村　　智

　　無駄にはなっていないはず

ひらがなで書けば優しくなる手紙 木村奈生美

　　日本特有の文字、女性的で柔らかい印象がある

ネクタイをきりり戦の貌になる 吉田　保雄

　　ビジネスマンとして必須のアイテム

１枚写真館

つぶやき
企業と従業員で取り組む「健康経営」

　これまで健康管理に関しては、自分自身で食生活・運動習慣・休養などに気を配るべ

きものとされてきました。一方で、生活習慣病の増加・若年化やメンタルヘルスの問題

などへの対応のため、企業が従業員とコミュニケーションを密にして、健康づくりに取

り組む必要性が高まっています。

　その流れを受け、27年度経済産業省委託事業として、商工会議所では企業が従業員の

健康増進に積極的に取り組む「健康経営」を推進しています。

　企業が定期健康診断の受診率の向上や適度な運動習慣の定着など、無理のない範囲で

従業員の健康づくりに取り組むことによって、県のスローガンである「短命県返上」に

もつながるため、我々も積極的に取り組むことが必要となってきます。（しらちゃん）
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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！ Vol.59Vol.59
どんな仕事を担当していますか？
　パイプハウスの施工です。

仕事は楽しく
　作業の現場はコミュニケーション
が活発で、活気溢れるイキイキとし
た雰囲気です。たまに怒られもしま
すが、先輩方とも話しやすくみんな
仲が良いので、自然とポジティブな
気持ちで仕事に臨むことができま
す。

一歩先を考えながら
　言われてから動くのではなく、周
りをよく見て、次に何をするべきか
考えながら作業することを心がけて
います。現場やハウスのサイズに
よって作業方法・手順も異なるの
で、どんな状況にも即対応できるよ
うに、そして後輩にもきちんと教え
ていけるように技術・知識など習得
していきたいです。

休日は前夜から
　飲みに行くのが好きで、週末はよ
く友達と街に出ます。連休の時は連
夜になることも（笑）。

ビッグウェーブはいつ !?
　この頃友達がどんどん結婚してい
て。焦らずマイペースでと思いつつ
も、波に乗り遅れないようにしたい
です。ともかく、まず相手と出会う
ところからですが（笑）。

細かいのは得意ではないですが…
　ハウスは組み立てるだけと簡単に
思っていたところがありましたが、
実際は、小さい部品の取扱いや寸法
の計測など、結構精密なんです。特
にスライドドアを取り付ける前後の
部分（妻面）は、難易度が高くて自
分にはまだ出来ないので、勉強と経
験を積んで任せてもらえるようにな
りたいです。

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

このコーナーで紹介する“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

竹ケ原興業株式会社

根
ね ぎ し

岸　大
だ い き

稀 さん
（21歳）

いえのや
■代表  佐々木哲則　■所在地  稲生町15-39　■TEL  0176-58-0488
■営業  11：00～19：00（日曜・祝日は16：00まで）　■定休日  木曜・第2日曜日

お持ち帰りの店

ももからももから

がらあげがらあげ

心を込めて営業中

　親しみやすく家庭的なお持ち帰りの店「いえ

のや」。サックリジューシーなからあげやスー

プを堪能できるもつ煮込みなど、厳選した素材

とこだわりの自家製法で、ひと味もふた味も味

わい深い逸品をお客様にお届けする。日替りの

丼ぶりや各種惣菜もおすすめだ。

↑→じっくり時間
をかけて仕込んだ
モツと砂肝、そし
て自家製白湯スー
プ。スープまで味
わえるもつ煮込み
だ。

国産若鶏100%で、衣に米粉をブ
レンドし、揚げ油には米油を使用。
温度を変えて二度揚げすることで
サックリジューシーに !

↑店長イチオシ！国産めぐみ
鶏を丸ごと使用

かわからかわから

「白」「白」はは
あっさり塩味あっさり塩味

「黒」「黒」はは
濃く旨しょうゆ味濃く旨しょうゆ味

てばからてばから

日替わり丼各種日替わり丼各種

※写真はイメージ※写真はイメージ

もつ煮込みもつ煮込み


