会員事業所の元気づくりを目的に本年も開催します！

『会員の集い２０１９』～ ワインの夕べ ～

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。
現在、たくさんの会員さんに参加

令和 元 年10月号
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ら、より良い「会員の集い」となる

産ワインの評価が高まり、海外へ輸

出するワイナリーが増えるほど道産
ワインの人気があることから、今年
も道産ワインとそのワインに合う料
理を提供させていただきます。
その他にも、例年好評を博してい
る地元特産品等が当たる抽選会や参
加された方々に喜んでもらえるよう
な余興も行ないますので、是非、こ
の機会にご参加下さい。
なお、お申込みにつきましては、

令和元年度

〒093-0013
北海道網走市南 3 条西 3 丁目
TEL 0152（43）3031
FAX 0152（43）6615
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よう準備をしている次第でございま

す。
日（木）

また、今年もボジョレ・ヌーヴォー

解禁日に合わせて、 月

21

に開催するほか、近年、全国的に道

11

同封のチラシをご覧願います。

永年勤続表彰式の様子（昨年度）

していただこうと試行錯誤しなが

本年（2019）ワインの夕べのチラシおよび、昨年開催時の会場の様子

No. ２８７

ホームページアドレス
https://www.a-cci.or.jp/

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

網走商工会議所は、
※経営革新等支援機関
です。

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

※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。

令和元年度 上半期（４月〜９月）

事 業ダイジェスト
【経営支援】
講習会・セミナーの開催！
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）
、そのテーマに沿った専門家を招き、講習会やセミナーを開催しています。会
員については、無料もしくは割引料金で受講することができますので、お気軽にご活用下さい。
４/12（金）４/13
（土）新入社員激励と研修会
６/10（月）自家発電等導入補助金説明会
６/14（金）消費税セミナー（小売店・飲食店の軽減税率対応）
７/９（火）キャッシュレス対応セミナー
８/31（土）2019あばしり創業ゼミナール
7/9（火）キャッシュレス対応セミナーの様子
９/26（木）軽減税率制度導入後の会計処理実務 セミナー

あばしり創業ゼミナールを実施！

ジャイロ総合コンサルティング
株式会社 取締役社長
中小企業診断士

「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
訪問販売会社、サプリ
メント専門店などを経
い！」
「地域の魅力を活かした事業を始めたい！」等、
創業しよう
て、販促・営業コンサル
タントとして日本中で
とする方に対する継続的な支援として、あとで後悔しないための
年間150回を超える講
演をこなす。わかりや
実践ノウハウ「あばしり創業ゼミナール」を８月31日
（土）エコー
すく実践的と評判の人
渋谷雄大氏
気講師。
センターにおいて実施しました。
講師には、渋谷雄大氏（ジャイロ総合コンサルティング㈱取締役社長）を招き、創業時のポイ
ントや、創業を失敗させない数字の捉え方などについて学んでもらいました。

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12日
（金）と
13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22企業50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10日（水）北コミュニティーセンターにおいて実施しました。
当日は、企業側から25社、網走近郊の高校生79名が参加。２時
間と限られた説明会の中、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。
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【経営支援】
景気動向調査・消費税軽減税率等の対応状況について調査を実施！
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、
10月から実施される消費増税や国の事業として実施される「キャッシュレス・消費
還元事業 （ポイント還元事業）」 についての対応状況についてアンケート調査を
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。興味ある方は、
是非ご覧下さい。【当所ＨＰアドレス

https://www.a-cci.or.jp】

『ＩＴ活用相談室』を開設！
当所では昨年から継続して、経営を行う上でＩＴの導入や活用等
で悩みを抱えておられる経営者の方々にお応えするため、７～12月
までの期間中『ＩＴ活用相談室』を開設しています。
相談については無料で事前予約制となっております。
※お問い合わせは当所（☎４３－３０３１）まで

『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、昨年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。
相談は無料でこちらも事前予約制となっております。
※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。

人材不足支援対策「FM 放送を活用した就職促進事業」を実施中！
当所では、地元企業の人材確保を目的とした新たな取組みの一つ
として、今年、網走のコミュニティ放送局として開局された「FM
あばしり」の放送に会員事業所や社員の方々に出演いただき、会社
の概要や社員の採用情報等を発信いただくことで「この会社で働き
たい」と思える意識付けや企業ＰＲを行っていただきます。

【観

光】

第７３回あばしりオホーツク夏まつり（7/25～7/28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
花火大会の他、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、全ての行事が充実した内容で開催することができました。
また、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、今後も多くの皆様に喜んでいただけるよう
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。
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麦稈ロール引き大会の様子

【観

光】

「第１回観光振興連絡協議会」を開催！
観光委員会では、
「観光振興における組織連携の強化」について協
議し、８月29日（木）当所を含めた３団体（網走市・網走観光協会）
による標記、連絡協議会を開催しました。
協議会では、各団体がそれぞれの事業を説明した後、市内におけ
る観光振興についてどのように組織連携して進めていくか意見交換
を行いました。

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際、転勤先で網走の良さを発信してもらうことを目的に開催しております。
当倶楽部では、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２２日（月）「網走の魅力を講話」
夏の部会 ７月２７日（土）「夏まつり花火大会を鑑賞」
特別部会 ８月 １日（木）「豊郷神楽 鑑賞」

【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９９回東北海道商工会議所連絡協議会
５月１０日（金）
・１１日（土）遠軽町
○第９９回東北海道商工会議所連絡協議会の要望活動
６月１１日（火）
・１２日（水）札幌市
○第６９回全道商工会議所大会
６月２８日（金）
・２９日（土）千歳市
○第５４回東北・北海道商工会議所連絡会議
９月３日（火）福島県福島市

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。
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第99回東北海道の様子

第69回全道大会の様子

【会員サービス】
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
https://www.a-cci.or.jp
・フェイスブックアドレス
https://www.facebook.com/abashiricci

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、会員事業所を対象と
した労働保険の事務代行も行なっています。

当所では随時、新規会員事業所を募集しています！
当所では、随時、新規会員の募集をしています。網走市内において現在、当所に入会を希望さ
れる事業所がございましたら、当所にご紹介いただきますようお願い致します。
当所の会員となることで、商工会議所主催の講演会やセミナー等が無料または割安になる他、
商工会議所は国際的にも経済団体として認知されており、社会的な信用を得ることができます。

網走信用金庫との包括連携事業
講演会並びに情報交換会を開催！
平成29年９月、当所は網走信用金庫と「地域経済の活
性化を目指し、未来に向かってより具体的な行動をとる
ための緊密な連携を行うこと」を目的に包括連携協定を
締結。
令和元年９月17日
（火）
網走信用金庫本部において、
「世
界経済と金融政策の展望～貿易戦争の激化と長期化に苛
まれる～」と題した講演会に北村会頭をはじめ役員議員
13名が出席しました。講師としてＳＭＢＣ日興証券㈱金
講演会の様子
融経済調査部チーフマーケットエコノミストの丸山義正
氏が招かれ、世界経済と日本経済の動向などについ
て、具体的なデータを基に講演が行われました。
講演終了後、当所と網走信用金庫の情報交換会が
開催され、網走信用金庫が実施している「企業・地
域支援の取組み」
、当所が実施している「中小・小規
模企業支援の取組み」について説明。中小・小規模
事業者にかかわる大きな課題について更なる連携強
化を進めていくための情報交換を行いました。
情報交換会の様子
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網走市における『景気動向調査』集計結果について

令和元年
（４月～６月）
の業況

※ D.I 値とは、景気動向指数を示すものであり、好転の
割合から悪化割合を引いた値です。

令和元年（４～６月）の業況は、前年同期比で「好転企業」１５.７％「悪化企業」３２.２％となり、
「好転企業」から「悪化企業」を差し引いたD.I値は▲１６.５と前期に比べ０.２ポイント改善しました。
前期から今期にかけて改善傾向を示しましたが、依然としてマイナス水準にあり、これで５期連続
となりました。
業種別で見た業況は、
製造業が２１.８ポイント改善し▲５.９、
サービス業が４.１ポイント改善の▲１８.５
となりましたが、卸売業は２０ポイント悪化の▲２０.０、建設業が７.７ポイント悪化の▲２０.８、小売業は
２.６ポイント悪化の▲２７.６と、製造業、サービス業の改善がD.I値を引き上げた格好で改善の数値は
小幅にとどまり依然マイナス水準となっています。
次期
（７月～９月）
の業況判断はD.I値は、今期と比べ６.９ポイント改善し▲９.６を予想しております。
業種別では建設業８.４、サービス業３.４とプラスに転じる予想を立てている他、卸売業が▲１３.４で
改善を予想していますが、一方で小売業は▲３４.５、製造業が▲１１.８となり、今期より悪化するとし
ています。
経営上の問題点としては、
「人材不足」が全体の５８.４％を占め、第Ⅳ四半期との比較でも０.９％増
加するなど依然解消されておらず深刻さを増している状況にあります。
また、「人件費増」
「諸経費増」を問題にしている企業が増加傾向にあります。
全体としては、５期連続のマイナス水準となりしたが、数値的には今期も改善傾向を示しました。
しかしながら数値は小幅にとどまり、また、業種間にばらつきがみられます。次期業況も更に改善
を予想するなど回復傾向を示していますが、まだ予断を許さない状況にあるともいえ、全業種とも
経営改善に向けた対応が強く求められています。

○調査時点及び調査対象期間
◦調査時点：令和元年７月１日（月）～令和元年７月３１日（水）
◦調査対象期間：令和元年４月～６月期実施、及び令和元年７月～９月見通し。

○調 査 対 象
◦網走市に所在する建設業（３０件）
、製造業（２３件）
、卸売業（２０件）
、小売業（３９件）
、
サービス業（４４件）の１５６社を調査対象とした。

○調 査 方 法
◦調査対象に調査票を送付し、ＦＡＸもしくは返信用封筒による郵送で回答を受ける。

○回 収 状 況
企業数 対象企業数

業 種

回答企業数

回答率

建

設

業

３０件

２４件（非小規模企業：１３件、小規模企業：１１件）

８０．０％

製

造

業

２３件

１７件（非小規模企業：

９件、小規模企業：

８件）

７３．９％

卸

売

業

２０件

１５件（非小規模企業：１０件、小規模企業：

５件）

７５．０％

小

売

業

３９件

２９件（非小規模企業：１６件、小規模企業：１３件）

７４．４％

サービス業

４４件

３０件（非小規模企業：１８件、小規模企業：１２件）

６８．２％

１１５件

７３．７％

合

計

１５６件

注）小規模企業とは、常時使用する従業員が20名以下（卸売業、小売業、サービス業は５人以下）を示している。

当所では、会員事業所を対象に四半期ごとに景気動向調査を実施しております。
詳細および今後の調査結果については、当所ホームページ（https://www.a-cci.or.jp）に掲載して
おりますので、ご参照願います。
6

27

ン、軽油といった様々な熱源・
容量の発電機等も提供している
そうです。
「弊社は、
『きょうも暮らしの
お手伝い』をスローガンに、お
客様に快適な暮らしを提供しな
がら地域の発展に貢献し、信頼
を得る企業を目指しています。
平時は環境に優しく、有事に
は防災対策力が求められるエネ
ルギーや状況に応じた技術のベ
ストミックスを、今後も研究し
た上でサービスを提供していき
たい」とお話してくれました。
なお、 年前に発刊された「網
走大鑑」にも当時の様子が掲載
されていますので、是非この機
会に市内事業の移り変りを確認
して下さいとのことでした。

網走大鑑掲載の㈱三光さん

7

42

23

28

光

平成 年３月、東日本大震災
に際して日本赤十字社に義援金
を寄付するなど積極的に社会貢
献活動に取り組んでいます。
平成 年には網走税務署から
優良申告法人として表敬を受け
られています。
ま た、東 日 本 大 震 災 に よ る 国
内の原発停止により、オール電
化住宅の価格面のメリットが低
下し、灯油やＬＰガスが見直さ
れたことで、ここ数年はオール
ガス住宅の普及に力を入れてい
ます。
更に昨年の北海道胆振東部地
震により、
道内全域停電
「ブラッ
クアウト」が起きたことで各家
庭においても非常用電源のニー
ズが高まり、ＬＰガスやガソリ

45

氏

31

67

アを網走管内に広げました。
昭和 年には札幌支店を開設
し、灯油・ＬＰガスの普及を見
据えて社名を株式会社三光に変
更、昭和 年には雄三氏の長男
である春輝氏が設備部を開設し、
業態の一層の拡大を図りました。
雄三氏は網走商工会議所副会
頭をはじめ、多くの公職を歴任
し網走の発展に力を尽くしまし
たが、昭和 年に逝去、春輝氏
が２代目社長に就任されました。
家庭用エネルギーの主役が石
炭から灯油・ＬＰガスにシフトす
る中、
網走管内で一定のシェアを
持ち、
設備部門も網走市・北海道
発注の公共事業を確実に受注す
るなど堅実な経営を続けました。
平成４年には、燃料販売業以
外の事業として網走ではじめて
の屋外ゴルフ練習場である山の
手ゴルフレンジレッツを開設す
る等、時代のニーズに応じた新
たな事業を展開しています。
平成 年には、春輝氏の長男
である直樹氏が３代目社長に就
任。
54

代表取締役社長

25

34

44

19

な お き

鴻巣 直樹

こうのす

光
㈱ 三
創業者である鴻巣雄三氏は明
治 年に出生、茨城県立竜ヶ崎
中学校（現在の県立竜ヶ崎第一
高等学校）を卒業後、三井鉱山
株式会社に就職し、単身、北海
道砂川町（現在の砂川市）に渡
りました。
同社では主に労務管理を任さ
れましたが、鉱山関係者という
事で召集されることなく上砂川
で終戦を迎えました。戦後は三
井鉱山の道東地区販売網の構築
を任され、昭和 年１月 日、
同社から暖簾分けをされ、三光
石炭株式会社を創業しました。
当時の主力商材は石炭であり、
網走・斜里郡を地域の販売網と
していました。その後、昭和
年には北見支店を、昭和 年に
は紋別支店を開設し、営業エリ
45

オホーツクの大地で 年
「きょうも暮らしのお手伝い」 ㈱
 三

老舗 会員事業所紹介

「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 ８６１円
効力発生年月日 令和元年10月３日
厚生労働省

北海道労働局

北見労働基準監督署

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

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，
３４

３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

令和元年１１月２３日（土・祝）
網走商工会議所 大会議室
５，
０００円（税込）
令和元年１０月３１日（木）

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１4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
 ばしりオホーツク夏まつり関係指
あ
導機関連絡会議・実行委員会
◆17日（木）事業承継相談室
夏まつり音楽行進部会
FM 放送を活用した就職促進事業：
コープさっぽろあばしり
◆19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
ＴＭＯ事業委員会「ハロウィンパー
ティー」
◆24日（木）FM 放送を活用した就職促進事業
◆25日（金）網走商工会議所議員会研修会
（公社）

網走地方法人会経営セミナー
◆28日（月）経営指導員研修
（川畑所長、
30日まで）
◆29日（火）網走青色申告会「第８回小学生税の
書道展」展示会
新規高卒者就職フェア
◆30日（水）事業者のための今後の「働き方改革」
対策セミナー
網走青色申告会「第８回小学生税の
書道展」表彰式
◆31日（木）第71回北海道消防大会歓迎交流会
エア・ドゥオホーツク友の会親睦ゴ
ルフ大会

◆ 1日
（火）ＩＴ活用相談室
網
 走ＴＭＯ事業委員会
第４回網走市新庁舎建設基本構想策
定検討委員会
◆ 2日
（水）網商会第６回例会
Ｉ
 Ｔ活用相談室
オ
 ホーツク管内商工会議所会頭会議
◆ 3日
（木）網走地区安全運転管理者協会「第２
回目法定講習者」
FM 放送を活用した就職促進事業：
㈱太陽流通
◆ 4日
（金）網走商工会議所青年部臨時総会
◆ 6日
（日）網走商工会議所青年部と OB 会の交
流会
◆ 8日
（火）経営指導員研修（千田、10日まで）
陸 上自衛隊第５旅団長 小瀬幹雄様
歓迎会
◆ 9日
（水）網走青色申告会税の書道展審査会
◆10日
（木）網走商工会議所青年部役員会
FM 放送を活用した就職促進事業：
アイスタイル
◆16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」
（公社）網走地方法人会道監査
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