平成30年度

永年勤続優良従業員・優秀従業員表彰式

今年もボジョレ・ヌーヴォーを飲んで楽しもう！

平成 30 年10月号

『会員の集い２０１８』〜ワインの夕べ〜
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当所では、年に一度、会員

事業所の元気づくりを目的に

「会員の集い」を開催していま

す。

本年も、たくさんの会員さ

んに参加してもらおうと、試

行錯誤しながら、
より良い「会

員の集い」となるよう準備を

月

日

している次第でございます。

開催内容として、
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います。

ては、同封のチラシをご覧願

なお、お申込みにつきまし

い。

是非、この機会にご参加下さ

企画を考えておりますので、

方々に喜んでもらえるような

たる抽選会の他、参加された

る地元の特産品や旅行券が当

また、例年好評を博してい

させていただきます。

ンとワインに合う料理を提供

てきたことから、道産のワイ

売しているワイナリーが増え

まり海外への輸出に向けて販

国的に道産ワインの評価が高

好評であったことや近年、全

ヌーヴォーをメインに昨年も

（木）に解禁されるボジョレ・
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同事業は、会員事業所の従業員

員で５年から 年勤続以上の対象

従業員を５年刻みで表彰致します

（基準日は９月１日とする）
。
また、優秀従業員表彰は、会員
事業所において表彰基準に該当す
る最も優秀な従業員を事業主の推
薦の上、当所会頭が認めた従業員
を表彰致します。
事業所それぞれにおきまして、
従業員の長年に亘るご労苦の貢献
を称えるとともに、人財の定着に
向け有効に本事業をご活用くださ

当所は経済産業省より、
※経営革新等支援機関に
認定されています。

本年（２０１８）ワインの夕べのチラシおよび、昨年開催した時の会場の様子

の労働意欲の向上と定着を図り、
企業の発展に繋げることを目的に
例年、当所設立月に開催している
事業で、本年は 月 日（火）網

表彰内容は、永年勤続優良従業

いたします。

走セントラルホテルにおいて開催

20

い（近日、会員企業へご案内申し
上げます）。

1

11

45

員表彰として、会員事業所の従業

表彰式と祝賀会（昨年度）の様子

No. ２７５

ホームページアドレス
http://www.a-cci.or.jp/

facebook アドレス
https://www.facebook.
com/abashiricci

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

※経営革新等支援機関とは…経済産業省が創業間もない中小企業の官公需への参入促進や商品開発・販路開拓の他、経営の円滑な承継を促進するなど
地域経済・雇用の担い手である中小企業・小規模事業者の持続的な発展のための環境整備などについて支援する機関。

平成30年度
上半期（４月〜９月）

事業ダイジェスト

【経営支援】
新入社員激励と研修会を開催！
市内の企業に入社した新入社員等を対象に４月13日（金）と14日（土）
の２日間、エコーセンターにおいて研修会を開催しました。
当日は15企業55名のフレッシュマンが参加し、社会人としての基本的
な挨拶や常識、来客応対、電話応対、マナー等を学んでもらいました。

合同企業説明会を開催！
地元企業の活力となり、地域の未来を担う若い世代の人材の確保を目的に、
網走地域の高校生を対象とした合同企業説明会を７月11日（水）エコーセン
ターにおいて実施しました。
当日は、企業側から30社、網走近郊の高校生63名が参加。２時間と限られた
説明会の中で、企業担当者と学生が積極的にコミュニケーションを図ってい
る様子が見受けられました。

生産性向上セミナー（７月）・経営安定セミナー（９月）開催！
当所では、各業界や様々な事業を営んでいる経営者の方々の一助となるよ
う（経済・法律・金融・税制・労働・観光）等、そのテーマに副った専門家
を招き講習会やセミナーを開催しており、上半期では次のセミナーを開催し
ました。
○７月10日（火）エコーセンター IT・IoT を利用して稼ぐ力を高める生産性セミナー
○９月19日（水）エコーセンター 経営安定セミナー【消費税軽減税率対策窓口相談等事業】
〜消費税引き上げに負けない経営体質を作る〜

あばしり創業ゼミナールを実施！
「本格的な事業を立ち上げたい！」
「安全な副業で収入を高めたい！」
「地域
の魅力を活かした事業を始めたい！」等、創業しようとする方に対する継続
的な支援として、失敗しない創業知識が身につく「あばしり創業ゼミナール」
を８月４日（土）エコーセンターにおいて実施しました。
講師には、大木ヒロシ（ジャイロ総合コンサルティング㈱取締役会長）を
招き、創業成功のポイントや創業を失敗させない数字の捉え方等について学びました。

ＩＴ利活用実態調査・景気動向調査・事業承継実態調査を実施！
市内における各業界の現状を的確に把握し、会員企業の経営上の参考資料と
してもらうほか、当所の事業運営等に活用することも目的に、当所では４半期
（四季）ごとに景気動向調査を実施しているほか、会員のＩＴの利活用等の実態
を把握し、今後の経営支援並びにＩＴ化推進に活用するためＩＴ利活用実態調
査、また、会員企業の事業承継実態調査を実施しました。
調査報告書については、当所ホームページにおいて公開中です。
興味のある方は、是非ご覧下さい。
【当所ＨＰアドレス
http://www.a-cci.or.jp 】

『ＩＴ活用相談室』を開設！
本年より、経営を行う上でＩＴの導入や活用等について悩んで
おられる経営者の方々にお応えするため、８～12月までの期間中
『ＩＴ活用相談室』を開設しています。
相談は事前予約制で無料となっております。
※お問い合わせは当所（☎４３－３０３１）まで

2

【経営支援】
『事業承継相談室』を開設！

北海道よろず支援拠点とは

事業承継は、会社を存続する上で極めて重要な課題の一つであることから、
当所では、北海道よろず支援拠点と連携し、本年９月より、事業承継に関す
る個別相談会『事業承継相談室』を開設しています。
相談は事前予約制で無料となっております。
※お問い合わせは当所（☎４３－３０３１）まで

中小企業の経営課題に関して、
専門家が適切な助言や情報提供等
各支援機関との連携を図りながら
細かなサポートを行っており、札
幌市に本部がある道内６ヶ所に地
域拠点を有する公的機関です。

地域特産品の新たな魅力発見と高付加価値を支援！
当所では、首都圏で開催される展示会・商談会に関係する機関と連携し、販路開拓を求める小規模事業
者（農畜水産物を使用した商品）に対し出展要請を行い同行することで効果を高めました。

【観

光】

第72回あばしりオホーツク夏まつり（7/26～7/29の４日間）開催 !!
本年は天候に恵まれたこともあり、夏まつりのメーンイベントである花火大会会場に多くの観客が訪れ、
空一面に大輪の花が咲き誇りました。
また、流氷おどり、麦稈ロール引き大会、音楽行進、あばしり流氷乱舞
等の主催行事も充実した内容で開催することができました。
期間中はたくさんの方々のご支援ご協力を賜り、大きな事故など無く無
事終了することができました。
夏まつり実行委員会では、来年度も多くの皆様に喜んでいただけるよう
良い行事を開催できるよう協議を重ねて参りますので、引き続きご支援ご
協力お願い申し上げます。

地域資源を活かした観光メニューの創出！
観光委員会では、網走の地域資源を活かした観光メニューの創出事業と
して、ドローンを活用した観光振興策を調査するため、平成30年度地域力
活用新事業∞全国展開プロジェクト調査研究事業に申請し採択されました。
その後、調査研究事業を推進するためにドローンを活用した観光振興策
調査研究委員会を設立しました。

あばしりファン倶楽部を開催！
当所では、網走市内の企業および公務員等の転勤族の方々に網走のファンになってもらい、転勤等で当
地を離れた時に転勤先で網走の良さを発信してもらうことを目的に、あばしり
ファン倶楽部では、当地の四季に合わせた行事や文化、食などを紹介しています。
（上半期 開催結果）
春の部会 ４月２４日（火）「網走の魅力を講話」
夏の部会 ７月２８日（土）「夏まつり花火大会を鑑賞」
特別部会 ８月 １日（水）「豊郷神楽 鑑賞」

「必ずチェック 最低賃金！

使用者も、労働者も」

北 海 道 最 低 賃 金

北海道内で事業を営む使用者および、その事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、
アルバイトなどを含む）に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。

最低賃金額 時間額

８３５円

厚生労働省

効力発生年月日 平成30年10月１日

北海道労働局

3

北見労働基準監督署

【地域振興】
道内および地域の政策提言・要望活動について取り組む！
当所を含む全道各地の商工会議所では、地域経済の安定や活性化など、様々な案
件の早期実現や解決に向けて各協議会並びに本全道大会等に参加した後、北海道や
開発局、経済産業局など主要関係機関に対して直接、要望活動を行ってきました。
（開催結果）
○第９８回東北海道商工会議所連絡協議会
第98回東北海道の様子
５月１１日（金）・１２日（土）根室市
○第９８回東北海道商工会議所連絡協議会の要望活動
６月６日（水）・７日（木）札幌市
○第６８回全道商工会議所大会
７月６日（金）・７日（土）釧路市
○第５３回北海道・東北商工会議所連絡会議
第68回全道大会の様子
９月４日（火）旭川市

市内および街の活性化に向けた支援事業を実施！
当所では、各種事業支援として、商業活性化のセミナーの開催や中心
市街地活性化策や網走ＴＭＯ事業のほか、市内交通量調査、網走市中心
市街地活性化協議会などにおいての協力や友好都市との交流促進事業支
援を行っています。

【会員サービス】
地域知名度向上および地域社会の振興に貢献された企業を表彰！
当所では、平成30年度より、地域知名度の向上や地域社会の振興に多大な貢
献をした会員事業所等に対し、日本商工会議所会頭と当所会頭との連名表彰を
伝達しております。
これまで、イタリア国内最大規模のジェラートの国際大会で優勝を果たした
㈱リスの森が受賞されています。

当所の事業活動・会員情報などを会報誌やホームページ・フェイスブック等で紹介！
当所の事業活動・会員情報など、会員の皆様に必要な情報を毎月、
会報誌を通してお知らせしている他、当所ホームページやフェイス
ブックなどにおいて常時、最新情報を更新しております。
掲載アドレスは下記のとおり。是非、この機会にご活用下さい。
・ホームページアドレス
http://www.a-cci.or.jp
・フェイスブックアドレス
https://www.facebook.com/abashiricci

会員向け優待サービス券 （Ｃ . Ｃ .ＩＳ） を発行しています !
ＣＣＩＳ（全道商工会議所会員優待サービス）は、北海道の商工会議所
のネットワークで行っている会員向けのサービスです。北海道各地のホテ
ルや旅館、テーマパークなどが優待料金でご利用できます。当所にて無料
でサービス券をお渡しいたします。全道の利用可能施設は、次のホームペー
ジアドレス（http://www.ccis.jp/ccis/index.html）をご覧ください。

会員企業の福利厚生制度推進・労働保険の事務代行等を行っています！
当所では、会員事業所の事業主や従業員を対象とした福利厚生制度の促進として、クリオネ共済、従業
員の退職共済金、火災共済保険などを取り扱っております。また、会員事業所のみを対象とした労働保険
の事務代行も行なっています。
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網走商工会議所青年部（ＹＥ
Ｇ）は、当地域の振興発展や会
員相互の親睦、企業経営者とし
回の例会を基本として活動

ての研鑽を積むことを目的に毎
月

しております。現在、 名の会
ンバーが一丸となって各種事業
を実施しており、今年で創立
周年を迎えました。

探るための研修を研鑽活動とし

のため、網走の魅力と可能性を

今年度は、地元商工業の発展

25

て実施したほか、人口減少社会

の中、網走への定着率向上とＵ
ターン人口の増加をめざすため
のまちづくり活動を実施してき
ました。その他にも「第 回あ
ばしりオホーツク夏まつり」の
運営に携わる地域振興活動を
行ったほか、メンバー同士の親
睦を深めるための活動も行って

７月より定例会をスタートし

７月例会では、毎年あばしりオ

ホーツク夏まつりのメーンイベ

ントの一つとなる流氷おどりに

おいて、演舞者に向けてお酒や

ジュースの配布協力を行った他、

９月例会では、「病気を未然に防

ぐ身体づくり」をテーマに、今

夏、市内に開設された 『Ｒｅｐｏ

（リポーズ） 様におい

て、平成 年度事業計画案並び

月に開催した定時総会におい

網走商工会議所女性会では７

体・美容鍼の治療院を営む「に

に札幌を拠点に針・きゅう・整

当日は同施設のスタッフ並び

て講習会を開催しました。

ｓｅ Ｎ

43°

おります。
青年部は今後も目的意識を
もって活動するとともに、メン
バーが一丸となって地域振興の
一翼を担って参ります。また、
青年部メンバーも募集しており
ますので、是非、ご入会くださ

９月例会の様子

に収支予算案の承認を得た他、

特別講師に迎えて、今後、私た

しかわ鍼灸治療院 西川院長」を

ちの生活を取巻く医療・介護給

付・保険料負担の推移の予測を

踏まえた中、健康的な身体づく

た。また、「呼吸法と姿勢」をポ

りに向けた講習を受講しまし

山口 幸恵（ バーム測量設計㈱）

イントとした座学や身体の状態

してもらい、身体への負担がな

を整えるサポートマシンを体験

池田 裕子（ 池田行政書士事務所）

く普段の生活から簡単に実践で

事】

遠藤 靖恵（ 川口タイヤ工業所）

きる健康的な身体づくりについ

て学んでもらいました。

個々の自己研鑽と会員相互交流

当 女 性 会 で は、 今 後 も 会 員

大西 淳子（㈱アトランテ）

に向け活動して参ります。

【監 事】

松井 明美（㈱北研社）

佐々木悦子（ ㈲デジタルワーク）

【理

石橋いく子（ オホーツク電業㈱）

【副会長】

池端 裕子（池端工業㈱）

【会 長】

は次のとおり）

新役員が選出されました。（役員
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山本 信子（ ㈲オートヴィレッジ）

5

女性会だより
― 網走商工会議所女性会 ―

72

いますようよろしくお願い申し
上げます。

研修活動に取り組むメンバーの様子

青年部定期総会集合写真

員が所属。目的実現のためにメ

64

1

― 網走商工会議所青年部 ―

ＹＥＧだより
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老舗 会員事業所紹介

氏

平成 年には、事業を法人化

れました。

㈲大谷蒲鉾店

年網走市民に喜ばれる味を作り続けて

代表取締役

し、有限会社大谷蒲鉾店としま
した。

とのこと。

され好評を博しています。

れることがないサメが多く獲れ

ですが、戦後、普段料理で使わ

方々に愛され続けている「長天」

のは開業当時から網走市民の

商工会議所事業やイベント等地

日に至るとの想いから、今後も

客様や仲間がいたからこそ、今

走市民の方々は勿論、多くのお

年以上続けてこられたのは、網

ている場所で蒲鉾を製造してい

日本全国でも、すり身を作っ

なクンドーナツ」の開発に

を使ったドーナツ「おさか

開発にも力を注ぎ、すり身

昭和 年には、現在の工場兼

大谷代表は
「蒲鉾一筋、
３代

ていた時代はサメの身で「ちく

元の発展にも継続して力を注い

お店の主力商品となっている

わ」を製造販売する蒲鉾屋さん

また、網走の食文化の一つで

でいきたい。

した。しかし、そのブーム前で

ある「網走の蒲鉾」を、後世に

が全盛期を迎えたこともありま

も後でも、網走の蒲鉾を支えて

平成 年、現代表の大谷義則
氏に事業が引き継がれ現在に至

伝えていくことも自らの使命で

また、お店で製造販売されて

天」
、「かぼちゃ天」
「チーズ

網走のＰＲを兼ねて、網走

る地はとても少なく、網走の冷

も成功しました。現在も、

ました。

きた逸品は「長天」であるそう

祖父、大谷貞義氏が香川県観音

いる蒲鉾は、網走はもともと冷

ります。

寺市より、同郷の中村蒲鉾店の

凍すり身の発祥地で約 年前か

天」など地元の野菜や魚介

すよね」と爽やかに語ってくれ

事業者と共に蒲鉾の原材料が豊

ら地元で製造開発されていたこ

類を使った蒲鉾もとても人

です。

富にある網走市での開業に誘わ

とから、大谷蒲鉾店で扱う蒲鉾

用しているのが特徴であるそう

凍すり身は前浜で獲れたスケソ

網走土産のパンフレット

産のすり身を使った逸品の

店舗がある南１条東１丁目にお

ウダラを原料としているので、

や、市内のお土産店で販売

として新たに開業しました。

店を移転し、事業も祖父から叔

その鮮度にも自信を持っている

です。

そ の 他、 お 店 で は、「 ほ た て

れて、南２条東１丁目において

気があり、平成 年には、

間と一緒に蒲鉾の製造に尽力

その後、貞義氏は 年間、仲

中村蒲鉾店を創業。

は全て網走産の冷凍すり身を使

大正 年、創業者で現代表の

創業

たに よし
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大 谷義 則

おお

し、昭和 年より、大谷蒲鉾店
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㈲大谷蒲鉾店
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父である大谷一彦氏に引き継が
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現在の場所に移って40年以上経つ工場兼店舗
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当所においてインターンシップを受け入れ !!
当所では、
９月 日
（水）
・

日（木）の２日間、網

走桂陽高校の２年生の女

子生徒１名をインターン

シップ（就業体験事業）

を受け入れました。

初日は、商工会議所の

事業や仕組み・社会に出

た時に必要なマナー・接

客方法のほか、実際にパ

ソコンを使った入力作

業・担当者と一緒に金融

機関を回るなど、日常業

務を体験してもらいまし

た。

２日目には、初日より

も複雑な事務処理に挑戦

してもらいました。
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パソコンを使った入力作業を体験

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

北海道の基礎情報であ

る、北海道のお祭りや観光

地、自然、文化、交通網な

18

ど、北海道の観光ホスピタ

リティを高めようと平成

年に施行された『北海道観

光マスター検定試験』が、

次の日程で実施されます。

出題内容等につきまして

は公式テキスト「北海道観

光ハンドブック」を２千３

百円（税込）で販売中です

ので、道内において観光関

連に興味のある方は是非、

この機会に挑戦してみては

平成３０年１１月２３日（金・祝）
網走商工会議所 会議室
４，
９３７円（税込）
平成３０年１０月３１日（水）

いかがでしょうか！

試 験 日
試験会場
受 験 料
申込締切

北海道観光ハンドブック販売中

第１３回北海道観光マスター検定のご案内！

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

網走商工会議所 １０月のスケジュール
◆ 9日
（火）ＩＴ活用相談会（１０日まで）
東京網走会
◆11日
（木）ひがし北海道商工会議所専務理事
事務局長会議
◆15日
（月）中小企業セミナー
◆17日
（水）網走青色申告会及び網走税務署主
催「白色申告者記帳説明会」
◆18日
（木）法人会女性部全道大会
事業承継相談室
◆20日
（土）網走桂陽高校生による販売就業体
験・まちなかマルシェ
Ｔ ＭＯ事業委員会「ハロウィン
パーティー」
◆23日
（火）エアドゥゴルフコンペ
商
 工会議所相談所長会議（24日ま
で）
◆24日
（水）法人会経営セミナー
◆25日
（木）あばしりファン倶楽部「秋の部会」
消費税説明会（２６日まで）

◆ 1日（月）第６３回 青 色 申 告 会 北 海 道 ブ
ロック大会（北見市）
金融機関要望
経営委員会
◆ 2日（火）オホーツク管内商工会議所会頭
会議
網走 TMO 事業委員会
◆ 3日（水）租税教室講師養成研修
労務セミナー in 網走
経営安定特別相談室道東地区連
絡協議会
平 成30年度第２回経営指導員
連絡協議会（４日まで）
網走商工会議所議員会 網走市
議会議員との親睦パークゴルフ
大会
◆ 4日（木）網走地区安全運転管理者協会役
員会
法定講習会（第２回目）
地域振興委員会
◆ 6日
（土）日 本商工会議所青年部第３１回
北海道ブロック大会美幌大会
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