令和２年度

永年勤続優良従業員・優秀従業員表彰式を開催します！

同事業は、会員事業所に属する
従業員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
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永年勤続優良従業員表彰は、会
ら

年勤続以上の対象者を、５年

１日を基準日とする）
。
また、優秀従業員表彰について
は、会員事業所の従業員で、当所
の表彰基準に該当し、事業所にお
いて最も優秀な従業員を事業主が
推薦した上、当所会頭の承認を得
た従業員が表彰の対象となります。
従業員の永年に亘る貢献を称
え、延いては事業発展のためにご
活用下さい。

網走商工会議所 各委員会の開催結果について
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網走商工会議所は、
※経営革新等支援機関
です。

観光委員会（左）
・総務財政委員会（右）の様子
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きざみで表彰します（※本年９月
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員事業所の従業員で、５年勤続か

永年勤続表彰式の様子（昨年度）

令和 ２ 年10月号

No. ２９９

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
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※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２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９日
（木）と10日
（金）の２日間、コロナ感染拡大に対応した中、エコーセンターに
おいて研修会を開催しました。
当日は14企業34名の新入社員等が参加し、社会人としての基本
的な挨拶や常識、来客応対、電話応対、マナー等について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、網走をはじめ周辺地域の高校生を対象とした合同企
業説明会を７月28日（火）北コミュニティセンターにおいて、コロ
ナ感染症拡大防止に配慮した中、実施しました。
当日は、企業側から15社、網走近郊の高校生44名が参加。
２時間と限られた説明会の中、各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。

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。
会員の皆様は、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。
８/１２（水） テレワーク導入セミナー
9/15
（火）BCP セミナーの様子
９/１５（火） ＢＣＰ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
代表取締役社長
中小企業診断士

神奈川大学卒業後、訪問販売会
「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
社で最年少トップセールスを樹
立。その後、サプリメント専門
い！」
「地域の魅力を活かした事業を始めたい！」等、
創業しよう
店の責任者などを経て、販促・
営業コンサルタントとして日本
とする方に対する継続的な支援と、コロナ禍を乗り切るための実
中で講演会・研修会・コンサル
ティングを行う。わかりやすく
践ノウハウ「あばしり創業ゼミナール」を９月19日
（土）当所にお
実践的と評判の人気講師で年間
の講演数は150回を超える。
渋谷雄大氏
いて実施しました。
講師は、昨年に引き続き、渋谷雄大氏（ジャイロ総合コンサルティング㈱代表取締役社長）を
招きコロナ禍での起業成功のポイントや、起業を軌道に乗せる販売促進の具体策などについて学
んでもらいました。
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【経営支援】
新型コロナウイルス経営相談窓口を設置！
当所では、新型コロナウイルス感染症の対策支援について相談を受け
付けております。
制度や助成金がありすぎてよくわからない。どこに連絡すれば良いか
わからない等、お気軽にご相談いただけます。
相談は無料ですが事前予約となっております。
※お問い合わせは当所（☎４３－３０３１）まで

景気動向調査・新型コロナウイルス等の状況調査を実施！
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等を目的に、当所では４半期（四季）ごとに景気動向調査を実
施しています。
また、本年２月下旬より拡大しはじめた新型コロナウイルス感染症
による影響調査を４月から開始。各業界の現状をいち早く察知するこ
とで、各事業所が抱える様々な問題にいち早く対応するための資料と
しています。
景気動向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/top_jouhou.html】

『事業承継相談室』を開設！
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、
３年前より、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。
事業承継する上で、どこから手をつけて良いかわからない、後継者
がいない等、お気軽にご相談いただけます。
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

※北海道よろず支援拠点

とは

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。

『ＩＴ活用個別相談室』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、
９月～令和３年１月までの期間中『ＩＴ活用相談室』を開設し
ています。
ＩＴ導入補助金等もある他、相談については無料となってい
ます。※相談は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
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有限会社ブレインズ・ワン代表取締役
IT コーディネータ

阿部裕樹氏

中小企業、小規模事業者向けに
IT 経営を普及・促進するためセ
ミナー、コンサルティングを精
力的に行っている。
北海道 IT コーディネータ協議
会事務局長、星槎道都大学経営
学部非常勤講師
著書：
『はじめよう Web 経営〜
五感をくすぐるホームページの
考え方』（中央経済社）

【経営支援】
地元就労者拡大に向けた紹介動画を公開中！
当所では、中小企業者の就労者推進に向けた取組の一環として地域の高校生
や大学生などに向けて、網走市内で働く魅力を発信する紹介動画を YouTube
により公開しております。
また、当所が運営している、求人サイト「ジョブボードあばしり」への求人
掲載も随時受付中です。
※お問い合わせは当所（☎４３－３０３１）まで

コロナ禍で影響を受ける事業所支援に向け網走市などに要望書を提出！
５月27日
（水）当所では、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、売上が減少する事業所への支援を求める要望書を網走市と網
走市議会に提出しました。
要望書は、これまでの国や道の支援では十分でないとした上で
小規模・中小企業の財政支援や支援体制の強化、固定資産税の支
払猶予や減免、収束後の金融
（資金繰り）
等を盛り込んでいます。

【観

光】

「第１回網走観光戦略会議幹事会」を開催！
観光委員会では、観光振興における組織連携強化および市内の観光振興に向けて、９月25日
（金）エコーセンターにおいて開催された標記、観光戦略会議に出席し、新型コロナウイルス感染症
により疲弊する観光業界の現状等について、今後どのように進めていくか意見交換が行われました。

【地域振興】
市内および街の活性化に向けた事業を実施！
当所では、地域における新たな産業創出に向けて、事業者が扱
う歴史ある商品などの知的財産の承継に向けた産業振興策の検討
をはじめ、地域就労者の減少課題を見据えた打開と新たな就労者
流入の実現に向けた調査研究を進めています。また、各種事業支
援として、中心市街地活性化策や友好都市等との交流促進支援を
行っています。

【会員サービス】
地域知名度向上・地域社会に貢献された企業を表彰しています！
当所では、昨年度より、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行っております。
・受賞者 「㈱リスの森」 ６/27 日本商工会議所と当所の連名表彰
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【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
フェイスブックを活用し、最新情報を更新しております。
是非、この機会にご活用下さい。掲載アドレスは下記のとおり。
・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、火災共済など各種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。

「必ずチェック 最低賃金！
使用者も、労働者も」

最低賃金額

北海道最低賃金
８６１円

時間額

令和２年度の最低賃金は令和元年度の最低賃金である８６１円を維持することとなりました。
厚生労働省



北海道労働局

北見労働基準監督署

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

ＹＥＧだより

― 網走商工会議所青年部 ―
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会員事業所紹介

いる患者さんが多いとの声を聞
き、潮見地区を選び令和２年５
月に開院しました。
◆事業内容
循環器専門医としての経験を
活かし、循環器疾患のみならず
かぜなどの一般的な内科疾患や
各種健診、予防接種、禁煙治療
に対応している他、睡眠時無呼
吸検査、骨密度検査、動脈硬化
度検査等も行っているそうです。
◆今後の目標
「ここに来て良かったと言っ
てもらえるクリニックを目指
し、気軽に相談できる地域のか
かりつけ医となれるよう誠心誠
意尽力してまいります」とのこ
とでした。
事業所名

焼肉パンサン

さん
事業内容

網走市南３条東１丁目４−７
連 絡 先 ☎0152-67-5360
営業時間 １７：３０〜２２：００
定 休 日 不定休
所

松下 圭治
飲食業

住

ひで き

けい じ

さん

中村 秀樹
医療業

なかむら

網走市潮見７丁目14番７号
☎0152-67-5111
８：３０〜１２：００
１４：００〜１７：３０
日曜・祝日 他

院
長
事業内容
住
所

まつした

◆開業のきっかけ
市内の高校を卒業後、地元の
金融機関に就職。その後、勤め
ていた金融機関が統合するなど
して近郊に転任。独立して何か
新たなことにチャレンジしたい
と思い退職。知り合いの美幌の
焼肉店で 年間、焼肉のいろは
を学んだそうです。
その後、営業で外回りをして
いた頃のお客様と出会う機会が
あり、お店の開業について相談
したところ偶然にもお店を居ぬ
きで貸してくれることが決まり
ました。
同じ焼肉店を経営していたこ
ともあり、前店主とお店の今後
の方向性について話し合い、店
名も常連さんも含めて、そのま
ま引き継ぐこととなりました。

メニューやタレは、現店主の
拘りがあることから、店名と建
物以外は全て一新した形での開
業となりました。
◆事業内容
コロナ禍により、大人数での
宴会ができないことから、少人
数であっても気軽に来店しても
らえるよう、ソーシャルディス
タンスに対応したお店づくりを
行っている他、お客様が希望す
るメニュー開発にも力を注いで
いるとのこと。
◆今後の目標
「業界全体が厳しい状況にあ
りますが、美味しい食事は多く
の人の人生を豊かにしてくれる
と信じ、お客様に喜んでもらえ
る店舗づくりに力を注ぎたい」
とのことでした。
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連 絡 先
診療受付
時
間
休 診 日

22

代 表 者

10

なかむら内科
ハートクリニック

◆開業のきっかけ
中村院長は網走で生まれ育ち
（中央小、二中、南高）旭川医科
大学に進学されました。その後、
循環器専門医となり、 年前、
網走厚生病院に循環器内科が新
設されることに伴い、地元の循
環器医療に貢献したいとの思い
から網走にＵターンし令和２年
４月まで同病院の副院長として
勤務されました。
昨年、潮見地区の病院の閉院
等もあり、今後の網走市内の医
療体制を考えたときに、地域に
密着した「かかりつけ医」が必
要であることや、医師としての
自分の使命を考えたときに「患
者さんとゆっくりと寄り添う時
間を持ちたい」と考え開業を決
意。周辺に病院がなくて困って

病院までのアクセス・病院外観

事業所名

老舗 会員事業所紹介

年 お客様のあらゆるニーズに対応

表の父、山崎浩氏は市内の建設
業者から独立し、㈱北斗建設を

その頃の日本の景気状況は高

代を拓く、若人達の原動力や健

で築き上げてきた信頼と実績が

積極的に手掛けており、これま

代表は「未来に向けた地域貢

す。

会社の誇りとなっているそうで

全な経営に繋がるとのこと。

平成４年には、潮見公園近く

にあった会社と自宅を、現在の
潮見 へ、会社のみ移転。

氏が急逝されたことから、ご子

様々なボランティア活動を行っ

ライオンズクラブ等を通じて

献として商工会議所の議員の他、

乏しかったようですが、企業全

息で長男である現代表、山崎聡

ています。また、地域から優秀

平成 年には、先代の山崎浩

体の収益は大幅に回復状況にあ

氏が２代目の代表取締役に就任

度成長期と比較すると回復感に

り、公共投資の伸長、堅調な消

に、社員が成長するための資格

な若者や人材が流出しないよう

現代表は、
専門学校を卒業後、

取得等については労力や費用を

されました。

修行のために一度、一般企業へ

惜しまずに快く支援し、社員と

社名の由来は、古来より時間

建物や公共事業に着手するよう

り、昭和後期から徐々に大型の

密着した建築業者として一般住

持っていることもあり、地域に

また、代表は建築士の資格を

は経理を担当しており、職人で

また、先代は独立前の会社で

を含めた共存共栄」を経営方針

せずに「発注者および協力業者

自社の利益追求を第一目的とは

㈱北斗建設では、創業時より

様が要望する様々なニーズに真

鉄筋コンクリート作り等、お客

法についても、木造・プレハブ・

や施工を行っている他、建築工

い」と語ってくれました。

共に会社の成長に努めていきた

就職。平成３年に㈱北斗建設へ

費動向に支えられ、経済全体は
着実に回復傾向にあったそうで
す。
また、創業当初の仕事は、個

の測定や航海の指針として変わ

になり、現在は建築物全般の調

宅から大型店舗、
医療福祉施設、

技術者として入社。

ることのない北斗七星のように

査や設計・施工等も手掛けてい

各種工場等、様々な建物の設計

人住宅の建設をメインとしてお

多くの人に重要で存在感のある

るとのこと。

は無かったことから、優秀な技

摯に対応されています。

近年は、公共施設の工事等も

としており、そうすることで地

うです。

会社となるように命名されたそ

設立。

58

10

創業

氏

聡

山崎

昭和 年３月、創業者で現代

代表取締役

信頼・実績を誇りに地域貢献も ㈱
 北斗建設

さとし
やま ざき

術者と職人を招集するのに大変

域経済全体の発展に繋がり、次

7

㈱ 北斗建設
苦労されたとのことでした。

現在の事務所

44

53

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

第１5回北海道観光マスター検定のご案内！
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、交通網など、北海

道の観光ホスピタリティを高

めようと平成 年より施行さ

れ て い る『 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２千８百円
（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

してみてはいかがでしょう

か！

令和２年１１月２３日（月・祝）
網走商工会議所 大会議室
５，
０００円（税込）
令和２年１０月３０日（金）

北海道観光ハンドブック販売中

試 験 日
試験会場
受 験 料
申込締切

18

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

当所では『新入会員を募集中』です！
当所では、随時、新規会員の募集をおこなっております。
網走市内において、新規事業所を起業するなど、入会を希望する事業所等がございました
ら、是非、この機会にご紹介いただければ幸いです。
※詳しくは当所（☎０１５２－４３－３０３１）までお問合せ願います。
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

網走商工会議所 １０月のスケジュール
◆ 1日
（木）網走地区安全運転管理者協会
「第２回目法定講習者」

・役員会
◆ 2日
（金）網走商工会議所青年部ＯＢ会三役会議
◆ 5日
（月）第１回「新・北海道スタイル懇話会」
◆ 6日
（火）ＩＴ活用相談室
網
 走 TMO 事業委員会
◆ 7日
（水）ＩＴ活用相談室
共
 済推進会議
議
 員会親睦パークゴルフ大会
B
 CP 研修

◆ 9日（金）東京農業大学生物産業学部「Okhotsk
Innvation Base」オープニングセレモ
ニー及び内覧会
◆13日（火）東北海道商工会議所「令和２年度テー
マ別担当者会議」
◆14日（水）民法改正セミナー
◆15日（木）事業承継相談室
常議員会
◆21日（水）第248回全道商工会議所専務理事会議
◆28日（水）秋季 東北海道商工会議所専務理事・事
務局長会議
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