～ 通常議員総会を開催 ～

平成 30 年度の事業計画並びに収支予算が決定！

北村会頭の挨拶
通常議員総会の様子

３月２９日（木）網走セントラルホテルにおいて、平成３０年度 新規事業計画およ
び収支予算を審議する通常議員総会を開催しました。

総会では、新規事業計画などの各議案について慎重に審議され、全ての議案が下記の
とおり承認されました。

また、北村会頭は新年度事業の実施にあたり、「会議所の使命は、会員企業の発展を

図ると共に、地域産業、経済の活性化に寄与することであり、主たる業務は、地域企業

の経営支援であることから、会議所活動の根底である部会や委員会を主に、地域の重要
経済課題を解決し、会員の総意を反映されるよう全力で取り組んでいく」と考えを示し
ました。

No.２６９

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
http://www.a-cci.or.jp

facebook ｱﾄﾞﾚｽ
https://www.facebook.
com/abashiricci

年度 事業計画

平成３０年４月号

○事業承継に関するアンケー
ト調査の実施（新規）

①事業承継に係る支援【新規】

（２）経営の強化に関する事項

⑦創業・第二創業支援

⑥販路開拓事業

⑤事業計画策定後の実施支援

④事業計画策定支援

③需要動向調査と分析

②経営状況の分析

①地域の経済動向調査と分析

（１）経営発達支援に関する事項

１、中小企業・経営改善強化に
関する事項

平成

３０

北海道網走市南 3 条西 3 丁目
TEL 0152(43)3031
FAX 0152(43)6615

※会員事業における事業承継
に対する考え方や現状を把

握することにより、今後の
円滑な事業承継支援及び情
報の提供に活用する

○個別相談会の実施（新規）

※事業承継に直面する現社長
や後継者の方々の素朴な疑
問にお答えし、課題の整理
と解決策のアドバイスを行
う一次窓口とする

②ＩＴ化推進に係る支援【新規】

○ＩＯＴ活用セミナーの開催（新規）

※ＩＴ、ＩｏＴ等の活用の意
義や、自社の生産性を向上
したり、新しいサービスを
展開したりした事例を紹介
等を通じて、これらの導入
に向けて一歩踏み出すきっ
かけとする

○ＩＴ活用相談室の開設（新規）

※中小企業の経営者、小規模
事業者の多くは生産性向上
におけるＩＴの重要性には
気づいており、自社、自店
にも取り入れたいと日頃か
ら考えており、多忙な中で
もセミナーに足を運んでい
る。ただ、単発の講習会で
は中々成果に結びつけるこ
とができない現実がある。
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〒093-0013

ＩＴ活用相談室ではそのよ
うな事業者の支援を目的に
定期開催の相談室として毎
月開催することで何度でも
相談できる体制を整え、伴
走型の支援により事業者の
ＩＴ利活用を一歩ずつ前進
させる
③金融等に係る支援
〇金融支援の強化

※平成 年 月から消費増
税と軽減税率制度の導入に
より、事業者は今から十分
に準備していくことが重要
になってくる。取扱商品の
適用税率の確認や、経理区
分、経過措置、補助金制度
などを広く制度周知を行う
○施策普及員による制度周知
の継続と個別相談の対応
⑤経営に関する事業の実施

２、観光対策に関する事項

（１）交流人口の拡大（国内旅行、
スポーツ、文化、ビジネス
等）

〇労働保険事務組合の活動推
進
〇各種情報の発信（小規模企
業共済・補助金等）

①網走の地域資源を活かした観
光メニュー創出事業【新規】

３、地域産業の振興に関する事項

⑤各種イベント事業への支援

④網走市芸術文化合宿実行委員
会への支援

③あばしりファン倶楽部の運営

②網走市観光推進プラットフォ
ーム形成事業（仮称）への参
画

※無人駅である北浜駅の未活
用スペースを活用し、にぎ
わいを創出する取り組みを
進める

○無人駅を活用したメニュー
展開（新規）

※新しい観光情報の発信とし
てドローン（無人航空機）
を活用し、迫力ある映像の
発信等の取り組みを推進す
る。

○ドローンを活用したメニュ
ー展開（新規）

○全市連合大売出し実行委員
会への支援
○その他経営に関する諸事業
の実施・普及
（３）人材不足・人材活用に関する
事項
①人材不足対策支援
〇人材不足に対応した仕組み
づくり（新規）
※地域における事業所数と就労
人口が減少する中で人材不足
を課題にもつ事業所の人材確
保と経営力向上に向けた支援
を行うとともに、市民への就
労を促す仕組みづくりを行う

②人材活用促進支援
○永年勤続優良従業員・優秀
従業員表彰式の開催
○新入社員激励と研修会、若
手社員研修会（フォローア
ップ研修会）の開催
○各種検定事業の普及・推進

（１）新たな地域産業の創出

①地域青少年への起業意識醸成
事業

②再生可能エネルギーを活用し
た新たな産業振興

（２）地域商品の魅力づくりの推
進

①地域商品の魅力アップと顧客
視点を意識した販路拡大支援
【新規】

※小規模事業者が扱う商品の
魅力アップの向上を図るた
め顧客視点を意識した実践
的な販路拡大支援を通じ事
業所における新規顧客開拓
と売上増加に繋げることを
目的に実施する。

（３）各種事業への支援

①網走ＴＭＯ事業委員会への支
援

②友好都市等との交流促進事業
への支援

４、会議所の運営に関する事項

（１）組織の充実・強化

①会員サービスの推進
（満足度の向上）
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〇経営安定特別相談室の利用
促進
④消費税増税並びに軽減税率導
入に係る支援
○制度説明会の開催（新規）
１０

３１

○会員情報の把握
○会員健康診断の実施
○共済制度の推進
○会員表彰の取り組み（新規）
※網走商工会議所会員事業所
の顕著な功績に対し表彰し、
事業所の意欲を高め地域経
済の活性化に期する。
○『会員の集い』の開催

（６）当所女性会への支援
５、政策提言・要望活動に関する事項
（１）女満別空港の就航体制の整備
（２）重要港湾網走港の整備促進に
ついて
（３）ＪＲ石北本線及びＪＲ釧網本
線の維持・存続について
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②会員拡大の実施

（４）高規格道路「北海道横断自動
車道（網走線）
」の整備促進
について
（５）地方バス路線の確保及び充実
（６）サハリン沖油田開発に伴う油
流出事故対策
（７）外国との貿易協定等における
適切な対応について

◆ 相談所会計

③財政の拡充
④部会運営の推進
（２）広報活動の充実・強化
①網走商工会議所ニュースの発刊
②役員・議員への情報発信 週報
③ホームページ、フェイスブック
の効果的な発信
（３）情報管理の徹底
①特定個人情報の管理
（４）諸官庁、経済団体等との連携
強化
（５）当所青年部への支援

◆ 一般会計

収支予算
網走商工会議所
平成３０年度

当所会員である㈱リスの
森は、地元食材を用いたジェ
ラートを製造販売する現在、

月１日にイタリ

年９

全国各地において催事販売
日～

を手掛ける中、平成
月

ア・シチリア州パレルモ市で
開催されたイタリア国内最
大規模のジェラートの国際
大会「第９回シャーベスト・
フェスティバル」に出場し、
果たし、地域知名度の向上

頭から高田社長へ伝達され

頭との連盟表彰状が北村会

日本人として初めて優勝を
等、地域社会の振興に多大な

ました。
高田社長は、大会で日本と

貢献をしたものとして、この
日（木）開催の

イタリアの食材を融合させ

度、３月
通常議員総会の席上、日本商

当所観光委員会（委員長

古谷重雄）では、網走の地域

資源を活かした観光メニュ

ー創出事業として、ＪＲ北海

道が昨年の５月に無人駅の

活性化と、にぎわいづくりの

ため、無料での活用を呼び掛

けたのに応え、外国人観光客

にも人気のスポットになっ

なお、ライトアップは、機

ているＪＲ釧網線・北浜駅の

木造駅舎の魅力を一層アピ

断しますが、５月下旬に再開

材調整のため４月は一旦中

トアップを行っています。

予定です。

し、８月末頃まで続けていく

日までの夕暮れ時～午後

時までとなっており、木造駅

せています。

木の温もりと風情を際立た

また、３月

維持に向けて駅にスポット

当所では、今後も地域路線

れました。

による「駅ライブ」が開催さ

家を兼ねる、遠藤まさとさん

いて、北見出身で農業と音楽

舎と隣接の展望台を暖かな 午後７時半には、駅舎内の
色のＬＥＤライトで照らし、 「喫茶＆軽食 停車場」にお

日（土）、

ライトアップは、３月

ールしようと同駅舎のライ

ライトアップされた北浜駅

を当てた取り組みを実施し

て参ります。
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２９

た作品を制作するのに１か
月半以上試行錯誤を重ねる
など大変苦労してきたこと
もあり「皆様のおかげでこん
なに立派な賞をいただくこ
とができ本当にありがとう
ございました。」と大変喜ん
でいただきました。

１７

２８
工会議所会頭および当所会
優勝した作品「凪（なぎ）
」

１１ ３１

駅ライブの様子

北村会頭（手前右）
表彰の様子

１０

２９

～
地域知名度の向上、地域社会の振興に尽力
～

『リスの森』が日本商工会議所と当所との連名表彰を受賞！

地域資源を活かした観光メニュー創出事業

ＪＲ釧網線・北浜駅の木造駅舎を光でアピール！

当所の事業承継（支援）が
日本政策金融公庫「事業承継事例集」で紹介されました！
当所では、会員企業の皆様の事業承継に関する様々な課題を解決へ導くため、担当者や専門家を招聘し、
直接ご相談に応じています。
「まだ先の事だから…」
「現状で手一杯で先のことまで考えられない」
「後継者がなかなか見つからない」と
いって事業承継対策を先送りにしている企業もあることと思いますが、対策をせずに放置していると、いざ
承継というときに相続をめぐってもめ事が起こったり、後継者が経営のノウハウを知らなかったり、取引先
や従業員の信用が得られないと言った問題が生じ最悪の場合、廃業を余儀なくされます。
この度、
「蒸汽船」様の事業承継についてお手伝いさせていただく機会を得ましたことから、紙面をお借
りして、その一部をご紹介いたします！

◆事業承継図
◎親族外承継（役員・従業員）

（当時６４歳）

経営者交代

経 営 者
澁谷 哲史さん

従 業 員
本川 和幸さん
（当時４７歳）

有限会社

蒸 汽 船

⇒

地域観光の一翼を担う網走の老舗居酒屋。創業者が店名に込めた
思いが、２代目から３代目へと引き継がれ、地域で親しまれてきた
味が守られました。

■事業概要
・網走ならではの郷土料理にこだわった業歴４０年を誇る老
舗居酒屋。お薦めは刺身料理で、看板メニューの「オホー
ツク盛り」は、マグロ・ボタン エビ・ホタテ・ツブ・ウ
ニなど、オホ ―ツク海の幸を存分に堪能できる。
また、店舗２階部分の座敷では大規模な宴会（最大 150
名程度）への対応も可能。店内は錨（いかり）や錘（おも
り）等の船具のほか、ボートやオール等の海をイメージし
た装飾が施され、まるで船の
中にいるような趣向を凝らし
た店づくりとなっている。
平成 29 年 9 月、先代（2 代
目）経営者の澁谷和幸氏が後
を継いだ。
同店は地域で長らく愛され
多くの常連客を獲得。
また、店内の壁には著名人
のサインが数多く描かれ、市
の観光協会の情報誌等で度々
紹介されるなど、観光名所と
しての役割も担っており、遠
方からの来客も多い。
事業承継後も「蒸汽船」とい
う店名を変えることなく、親
しまれてきた“味“や出会い、
語らう“場”を、これからも
守っていく。

※事業承継に関する
ご相談は、当所まで
（☎４３－３０３１）
お申し付け下さい。
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軽減税率対策補助金

（中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金）延長のお知らせ！
消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々
が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行うにあたり、その経費の一部を
補助する制度です。
軽減税率対策補助金の申請受付は、平成３０年１月３１日となっておりましたが、消費税の
軽減税率制度が平成３１年１０月１日から実施されることに伴い、補助事業の完了期限が平成
３１年９月３０日まで延長になりました。
なお、補助金の申請受付期限は、平成３１年１２月１６日です。
◎Ａ型－複数税率対応レジの導入等支援
Ａ型は、レジの種類や複数税率への対応方法（導入／改修）により４種類の申請方法に分か
れます。
Ａ－１型 レジ・導入型
Ａ－２型 レジ・改修型
複数税率対応の機能を有するＰＯＳ機能のないレジ
を対象機器とし、その導入費用を補助対象とします。

複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合の
費用を補助対象とします。

Ａ－３型 モバイルＰＯＳレジシステム

Ａ－４型 ＰＯＳレジシステム

複数税率に対応したレジ機能サービスをタブレッ
ト、ＰＣ、スマートフォンの汎用端末と付属機器を組
み合わせて、レジとして利用する場合の導入費用を補
助対象とします。

ＰＯＳレジシステムを複数税率に対応するように改
修または導入する場合の費用を補助対象とします。

◎Ｂ型－受発注システムの改修等支援
Ｂ型は、指定事業者に改修等を依頼するか、事業者自身で行うかで２種類の申請方式に分か
れます。
Ｂ－１型 受発注システム・指定事業者改修型 Ｂ－２型 受発注システム・自己導入型
システムベンダー等に発注して、受発注システムを
改修・入替する場合の費用を補助対象とします。

中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品・サ
ービスを購入し導入して受発注システムを改修・入替す
る場合の費用を補助対象とします。

※お問合せ、お申込みの相談は当所（☎４３－３０３１）まで

平成３０年度の雇用保険料率について

～ 平 成 ２９年 度 から変 更 ありません ～
◆平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの雇用保険料率は以下のとおりです
・失業等給付の保険料率は、
労働者負担・事業主負担と
もに引き続き 3/1,000 です。
（農林水産・ 清酒製造の
事業及び建設の事業は
4/1,000 です。
）
・雇用保険二事業の保険料
率（事業主のみ負担）も、
引き続き 3/1,000 です。
（建設の事業は 4/1,000 で
す。
）
※園芸サービス、牛馬の育成、
酪農、養鶏、養豚、内水面
養殖および特定の船員を雇
用する。
事業については一般の事業
の率が適用されます。
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創業
㈲菅原クリーニング商会

年、管内最古のクリーニング店として

お客様に愛されるお店を目指す！
腕に磨きをかけた職人が稼ぎの
多い職場を渡り歩くこと）が、
口々に網走は今後、栄える見込
みがあり、開業する場として最
適であると聞き、希望を持って

志についてお聞きしたところ、

「お客様に満足してもらえるよ

うに仕上げるため、お客様から

の要望をじゅうぶんに聞き入れ

敏速に対応すること。納期は確

実に守ること。

また、最近の衣類は、様々な

人化し、ご子息で２代目となる

客様の要望に応えられるように

とから、自らの知識を高め、お

化学繊維が多種出回っているこ

しかし、戦前の日本は、まだ

菅原道宣氏が社長に就任しまし

移り住むことになったそう。

明治半ば、創業者となる菅原

洋服を着る人は少なく、得意先
かりゅうかい

や遊女の社会、遊里、花柳の巷） 人、営業
に大変苦労したとのこと。

などに限られており、顧客開拓

成長することができました。

界で最も規模の大きい会社へと

健全経営の方針、自己資金で

の経営で、顧客を増やしながら、

年には、網走市内にお
いて初めて、ドライ機※（業務

昭和

昭和

用洗濯機・乾燥機）を導入。

へ引き継がれ、市外にも支店を

したい」とお話してくれました。

発展に向けた取り組みにも貢献

源次郎氏の父が秋田県から北海
道釧路管内へ入植する。
その後、源次郎氏は父と一緒
に様々な商売をしながら網走管
内に移り住むこととなる。
昭和３年、現在の網走市内南３

終戦後の急速な技術革命に応じ

出し事業拡大を図っています。

年、３代目の菅原源一氏
る体制を整えるための需要増に

年に現在、４代

目となる菅原一隆氏に事業が引

また、平成
網走随一を誇るほど急成長する

１世紀を迎えようとしています。

継がれ、会社が設立してから約
その後の昭和

年、会社を法

ことができたそうです。

伴い、年商を飛躍的に伸ばし、

６１

条通りで、クリーニング業の前
身である西洋洗濯屋を開業。
元々、明治末頃に野付牛（現

１０

２９

北見市）で西洋洗濯屋を開業し
ていたこともあり、管内で初の
クリーニング店と言えます。
また、先祖が網走市に移り住
んだ理由は、渡り職人※（当時

３５

現在の本社と工場

人、事務員５人と業

従業員と力を合わせる他、地域

すがわら

すがわら

かず たか

氏

菅原 一隆

た。その頃、従業員は、工場

㈲菅原クリーニング商会

は官庁や医師、花柳界※（芸者

げん じ ろ う

代表取締役社長

４０

２９
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様々な機械が集まる工場

９０

新入会員さんのご紹介
～ ご入会ありがとうございました ～

事業所名
㈲大創工業

住 所

業 種

網走市鱒浦 4 丁目 14 番 6 号

土木工事業

㈱ＨＫドリーム

網走市南 5 条西 2 丁目寿し安ビルＢ1

飲食業

軽食喫茶ジィジ

網走市字呼人 389 番地 4

飲食業

サロンＬｅａ
パン・ド・コマ

網走市南 5 条西 3 丁目 5-1 ｼｬｰﾛｰﾑ 40Ｂ
網走市つくしヶ丘 2 丁目 5 番 3 号

丸ハ富山のくすり佐藤薬品

網走市駒場南 7 丁目 15-13

社会福祉法人 網走桂福祉会

網走市字呼人 722 番地 1

㈲スーパー百
ヘアーサロンささき
タカハシライフサポート㈱
㈲アーティス
オーベルジュ北の暖暖

マッサージ業
パン製造小売業
薬品小売業
福祉事業

網走市南 4 条西 3 丁目 3 番地

食品小売業

網走市北 6 条西 5 丁目

理容業

網走市南 6 条西 2 丁目 2 番地

介護サービス業

網走市南 5 条東 2 丁目 15 番地の 2

不動産賃貸業

網走市大曲 39-17

宿泊業

㈲オフィス田中

網走市潮見 2 丁目 15 番 1 号

不動産業

㈲ダイナミックス

網走市南 2 条西 2 丁目 7 番地

高齢者配食事業

大﨑 雄二

斜里郡小清水町字神浦 200‐160

養鶏業

合同会社 ゼロ・ハウス

網走市駒場南 6 丁目 4 番 20 号

建設業

佐藤 義雄

網走市つくしヶ丘 5 丁目 3－10

不動産業

DOG SPA CHERRY

網走市駒場南 2 丁目 4－2

サービス業

金澤 小枝子

網走市北 6 条西 4 丁目 1

不動産業

新職員の紹介

網走商工会議所４月のスケジュール

当所職員として４月
より入所しました。
会員
の皆様、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

◆ ３日（火） 東京農業大学生物産業学部
新入生父母歓迎会
◆ ４日（水） 平成３０年度東京農業大学大
学院生物産業学研究科及び生
物産業学部入学式
◆ ５日（木） 平成３０年度東北海道商工会
議所専務理事会議（釧路市）
◆１０日（火） 網走商工会議所青年部役員会
◆１３日（金） 平成３０年度新入社員激励会
と研修会（１４日まで）
◆２６日（木） 網走商工会議所青年部通常
総会

と みさ わ

氏 名
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よ うす け

冨澤 羊介

（２３歳）

