特設通販サイト

『あばしり自宅で満喫プロジェクト』の活用について！

さらに本プロジェクトでは、

ております。

せていただきました「あばしり

サイト開設記念として、１万円

会報８月号においてご紹介さ
自宅で満喫プロジェクト」につ

今後も商品の拡充に加え、季

以上ご購入いただいたお客様を

本プロジェクトは、当所緊急

節限定アイテムやイベントキャ

きましては、去る８月１日に公

経済対策本部が、新型コロナウ

ンペーンなど、内容の充実を図

対象に、抽選で網走限定商品券

イルス感染症による全国的な活

って参りますので、地方の知人

式サイトを開設し、登録する会

動自粛と巣ごもり需要の急増に

等に向けた贈り物のご用意等の

（最大５万円）を贈るキャンペ

よるネット通販のニーズ急伸し

際には、是非とも本サイトを活

員事業者の商品販売を開始いた

ている状況を鑑み、会員事業所

用していただきますよう引き続

ーンを実施しております。

の販路拡大支援策として取り組

しました。

む事業で、本サイトでは、アク

き皆様のご利用をお願い申し上
げます。

の支援に向けて、８月

日（金）までに、観光委員

を開催することを決めました。

交換が行われ、９月に各委員会

後のスケジュールについて意見

それぞれ各委員会の現況と今

長会議を開催。

会、地域振興委員会の正副委員

会、経営委員会、総務財政委員

～

日（火）

員事業者をはじめ地域への一層

業所を取り巻く情勢を鑑み、会

ス感染症の拡大により、会員事

テレワーク導入
セミナーを開催！

当所では、働き方改革の推進

とから、８月

知ることができて為になった」

受講者からは「導入リスクを

説明されました。

きる他、失敗事例等についても

繋がり生産性向上することがで

とや、通勤時間、コスト削減に

通常どおり業務を継続できるこ

ることで、災害や感染症時にも

師に招き、テレワークを導入す

ン代表取締役の阿部裕樹氏を講

を行っている㈲ブレインズ・ワ

規模事業者にＩＴ活用の支援等

セミナーでは、中小企業や小

セミナーを当所において開催。

日（水）標記、

多くの企業に注目されているこ

り、場所や時間をとらわれない

や、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大リスク等の要因によ

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。

各委員会正副委員長
会議を開催！
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柔軟な働き方「テレワーク」が

令和２年９月号

当所では、新型コロナウイル
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https://www.a-cci.or.jp

１８

〒093-0013

※お問合せは当所
（☎４３‐３０３１）まで

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

２１

１２

との声が聞かれました。

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

観光委員会
正副委員長会議の様子

セス、集客性の高い「ＹＡＨＯ
Ｏ！ショッピング」との連動を
図り、網走の名産とするオホー
ツクの海の幸をはじめ各種食料
品や民芸品などの観光資源等、
豊富にとり揃えた約１００アイ
テムの商品を全国に向け販売し

通販サイトＱＲ

網走市における『景気動向調査』集計結果について
※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２年（４月～６月）の業況

令和２年（４～６月）の業況は、前年同期比で「好転企業」5.1％「悪化企業」63.2％となり、
「好
転企業」から「悪化企業」を差し引いた D.I 値は▲58.1 と大きく後退し、前期から今期にかけて悪化
傾向を示しました。
業種別で見た業況は、建設業が 1.4％ポイント改善し▲16.0、製造業 13.8 ポイント悪化し▲66.7、
卸売業 7.2 ポイント改善し▲57.1、小売業 17.8 ポイント悪化し▲71.4、サービス業 11.7 ポイント悪
化し▲75.0 と多くの業種で悪化傾向を示し、特に製造業、小売業、サービス業は大きく悪化しました。
次期（7 月～9 月）の業況判断 D.I 値は、今期と比べ 31.6 ポイント改善し、▲26.5 を予想しており
ます。業種別では小売業が 14.3 ポイント改善し▲57.1、サービス業 65.6 ポイント改善し▲9.4、建設
業 4.0 ポイント悪化し▲20.0、製造業 11.2 ポイント改善し▲55.5、卸売業 35.6 ポイント改善し 21.5
と第Ⅳ四半期との比較で改善しているところが多いですが、依然深刻な状況にあります。
また、
「売上の不振」
「同業者間の競合」を問題にしている企業が増えています。今期の特徴として
「人件費増」
「諸経費増」が減少傾向にあります。
全体としては、第Ⅳ四半期から悪化傾向にありましたが、今期もマイナス水準となり、次期業況に
おいてもマイナス水準が継続する予想となりました。
前期から新型コロナウイルスの影響も続き、依然として予断を許さない状況にあるといえ、全業種
とも経営改善に向けた対応や対策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２年４月 1 日（水）～令和２年６月３０日（火）
・調査対象期間：令和２年４月～６月期実施、及び令和２年７月～９月見通し。
○調査対象
、製造業（24 件）
、卸売業（20 件）
、小売業（40 件）
、
・網走市に所在する建設業（30 件）
サービス業（44 件）の 158 社。
○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の回答。
○回収状況
業

企業数

種

対象企業数

回答企業数

回答率

建

設

業

３０件

２５件（非小規模企業:１３件、小規模企業:１２件）

8 3 .3 %

製

造

業

２４件

１８件（非小規模企業:１０件、小規模企業:８件）

7 5 .0 %

卸

売

業

２０件

１４件（非小規模企業:８件、小規模企業:６件）

7 0 .0 %

小

売

業

４０件

２８件（非小規模企業:１６件、小規模企業:１２件）

7 0 .0 %

サービス 業

４４件

３２件（非小規模企業:１５件、小規模企業:１７件）

7 2 .7 %

１５８件

１１７件

7 4 .1 %

合

計

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。
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◎税制改正での主な変更点
・青色申告を選択申告している個人事業主の特典であり、節税メリットである「青色申告特
別控除」。
これまでは所得金額から最高６５万円または１０万円を控除することができました。
しかし、平成３０年度税制改正により、令和２年分の所得税確定申告分から、最高６５
万円の控除が、５５万円の控除へと１０万円減額されることとなりました。
但し、正規の複式簿記で記帳、決算、申告を行い、６５万円の青色申告控除を受けられ
ていた方は「ｅ‐Ｔａｘによる電子」又は「電子帳簿保存」を行うことで引き続き６５万
円の青色申告特別控除を受ける事ができます。
電子申告や電子帳簿保存については事前に申請書を税務署に提出する必要があります。

電子申告や電子帳簿保
存を行わなかった場合

行った場合

※１０万円の青色申告特別控除についての改正はありません。これまでと同様です。
１.ｅ‐ＴＡＸによる申告（電子申告）
ｅ‐ＴＡＸによる電子申告は、インターネットを利用して確定申告書及び青色申告決算書
を税務署へ提出する方法ですが、電子申告を行うには下記の方法があります。
①マイナンバーカードを使った方法
マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタ（又はマイナンバーカード対応のスマート
フォン）を利用して、国税庁のホームページから申告します。
②国税庁ホームページを使った申告
マイナンバーカードやＩＣカードが無くても申告が可能な方法ですが、ＩＤとパスワード
が必要になります。ＩＤ、パスワードを取得するには税務署への申請が必要です。
２.電子帳簿保存
電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書
を税務署に提出することにより適用されます。
令和２年分についての申請期限は９月３０日までとなっており、同年中に承認を受けて
１２月３１日までの間に仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付及び保存を行う
ことで、６５万円の青色申告特別控除を受けることができます。
※詳細等については、当所（☎４３‐３０３１）まで
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等の方は、
下記のとおり、令和３年度分の固定資産税・都市計画税が減免されます。
【減免内容】
中小事業者（個人、法人）であり、令和２年２月～１０月の任意の連続する３ヵ月間の
事業収入（※）の合計が、前年同期比で
・３０％以上、５０％未満 減少した場合 … １／２に減免
・５０％以上減少した場合 … 全額免除
（※）売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益、
給付金、補助金収入、事業外収益は含まない。

【軽減対象】
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
【申請期限】
・令和３年１月４日（月）～ 令和３年１月３１日（日）まで
【申告方法】
・中小企業者等は、税理士や会計士及び認定経営革新等支援機関等に①中小事業者等で
あること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認
を受ける。
・事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経
営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、令和３年１月以降から申告期限ま
でに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
※詳細・お問い合わせは当所（☎４３－３０３１）まで

市内に店舗・事務所・作業所等を有する事業所の皆様へ
店舗等感染症対策支援補助金について
網走市では、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を踏まえ、店舗を訪れる市民、
観光客、従業員の安全安心を図るため、市内に店舗や事務所、作業所等を有する事業者
に対し、感染症防止対策の経費が助成されます。
なお、令和２年４月１日以降に支出された経費が対象となります。
【補助対象経費】
①換気扇、間仕切りの設置、網戸、窓、座席の改修工事など
②非接触型体温計、自動消毒器など衛生用備品の購入経費
③パーテーションなど飛沫防止用備品及び原材料
※感染症対策に係る備品購入費、原材料費、工事費が補助対象となり、マスク、消毒
液、手袋、フェイスシールドなど消耗品は補助対象外です。
【補助率・補助限度額】
・補助対象経費の４／５、補助限度額は１事業所あたり２０万円です。
※公共交通事業者、宿泊事業者、医療・福祉事業者の方は、別な補助制度が用意され
ていますので、本補助金は対象外となります。
【申請期間】
・令和３年３月３１日（水）まで
※詳細・お問い合わせは当所（☎４３－３０３１）まで
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農大生がジビエ（シカ肉）を使った料理を開発
新たな特産品として市内の飲食店で提供中！
東京農業大学生物産業学部の
学生達で組織する任意団体「ジ

また本年は、新型コロナウイ
ルス拡大の関係で低迷する市内
飲食業界の一助に繋がればとの
思いで「ＣａｆｅＢａｒ縁」と
定番メニューの開発に取り組み
「トマトジビエカレー」を開発。

より、外食産業の消費低迷等で

活用を促進する他、コロナ禍に

内で捕獲されたエゾシカの有効

る文化を地域に根付かせるため、

太さんは「今後もシカ肉を食べ

然資源経営学科３年生）古川佑

代表を務める農大生（生物自

新型コロナウイルス感染症拡

大により、日本中が経済の停滞

やイベントの自粛が行われる中、

網走においても地域の活力が失

われ、市民の不安が広がってお

りますが、網走市内の８つの青

年団体が集い活動する「網走青

日

日間、「イルミネーション

コロナウイルス感染症予防のた

ンの実施場所については、新型

なお、本年のイルミネーショ

す。

ミネーションに分けて実施中で

「固定式」と「移動式」のイル

を講じた中、３密を防ぎながら

をテーマに、感染拡大防止対策

『希望』と『光』のデリバリー」

の

日（土）まで

年団体連合会」では、８月

（土）から９月

２２

試食したお客様より、シカ肉
の特有のにおいもなくトマトと
相性も良くてとても美味しいと

エゾシカ肉の出荷が大幅に減少

後輩達に活動を引継ぎ、市内の

大評判であったそうです。

し、在庫を大量に抱える食肉処

飲食店と共同で、市内や地域の

１２

め、開催場所は告知しておりま

せん。
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ビエラーメン研究所」では、道

理施設の力になろうと、エゾシ

イベントに出店し、エゾシカ肉
したい」と語ってくれました。

の普及と飲食業会の発展に貢献

カ料理の開発と普及に取り組ん
でいます。
昨年度には、網走市内のラー
メン店「有頂天」と共同開発し
てエゾシカから出汁を取りエゾ
シカ白湯ラーメンを製作し、定
期的にイベント等で限定販売中。

エゾシカ出汁を取
る作業の様子

２０

ジビエラーメン研究所

北海道ガイドラインに基づいて実施中！

オホーツク網走サマーイルミネーション 2020『希望』と『光』のデリバリー

会員事業所紹介！

☎ 0152-44-6668

学校や有名店を食べ歩き、準備

たこともあり、香川県のうどん

ており、飲食業は未経験であっ

開業前は東京で会社勤めをし

けとなったそうです。

たことも開業に踏み切るきっか

どん屋を始めていいよ」言われ

伴い、母が「お店を改装してう

ていた「やまね工房」の閉店に

また、松田さんの母が経営し

はじまりです。

方を教わり興味を持ったことが

の知人から手打ちうどんの打ち

きっかけは、松田さんが、網走

◆開業のきっかけ
昨年５月１日にオープン。

営業時間 11:00～14:30
定 休 日
※コロナ禍が落ち着くまで、不定休
となっています。

を進める中で、多くの方々と出

◆事業内容
うどん専門店として、お客様
さん
しげのり

い ず み

の安心安全と健康に配慮し、無
添加、自家製麺、出汁にこだわ
る中、メニューに必ず網走産の
食材を取り入れています。
また、店内は幅広い世代や、
地元の方から観光客まで、ゆっ
たりくつろいでもらえるように
カフェのようなお店づくりを行
っており、多くの方々に満足し
ていただけるよう心掛けている
そうです。
◆今後の目標
「美味しいうどんを作るのは勿
論、お店をライブ会場にしたり、
オリジナルジャムを販売する等
自分が楽しく面白いと思うこと
に挑戦し、お店と共に成長して
いきたい。」とのことでした。

れたそうです。
網走市との縁は、昭和

を逃さないよう網走オフィスを

本年４月より、撮影チャンス

ンフレットも作成しています。

や大空町、佐呂間町等の観光パ

町、厚岸町、鶴居村）等の要覧

清水町、清里町、斜里町、羅臼

また、近隣町村（津別町、小

掛けています。

流氷写真集やリーフレットを手

年より、オホーツク流氷館の

やポスター、市勢要覧を、昭和

後より、市の観光パンフレット

年前

ンをきっかけに事業所を設立さ

で使っていたマッチ箱のデザイ

◆開業のきっかけ
本社は昭和 年２月、旅館

☎ 0152-67-9686
営業時間 9:00～17:00
定 休 日 土日・祝日
５０

連 絡 先

会い貴重なアドバイスをもらう

◆事業内容
主に自治体の市（町）勢要覧、

観光パンフレット、ポスター等

オリジナルの企画、取材、撮影、

デザイン、印刷製本までを一括

して自社で行っています。

その他にも、写真教室の講師

やフォトコンテストの審査員等

も行っているそうです。

◆今後の目標

「仕事を通して、まちづくりや

観光振興等のお手伝いをしたい

し、網走に移住したので、地域

コミュニティに加えていただき

地域の活動にも参加させてほし

いと思います。」とのことでし

た。
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㈱北海道アート社

開設されました。

自社で製本まで作成（上）
、観光素材として撮影（下）

事業内容
住
所
本 社
札幌市中央区北 4 条西 6 丁目北四条
ﾋﾞﾙ 603
連 絡 先（網走オフィス）

和泉 臣里
サービス業
代 表 者

３４

事業所名

６０

網走市大曲 46‐19

事業内容
住
所

たけし
ま つ だ

ことができ現在に至ります。

店内の様子（上）
、自慢のうどん（下）

UDON

さん

松田 猛
飲食業

代 表 者

NEXT
事業所名

に欠かせないという思いから、

年より、海外向け製品の

の開発・販売を行っている他、

昭和

輸出販売も行っており、現在で

年、網走工場（現・金印

わさび㈱オホーツク第一工場）

は世界

昭和

扱うようになりました。この創

を竣工。今なお、金印㈱の主要

ます。

造技術の確立、機械の独自開発

料である西洋わさびの調達や製

年頃には、主原

など、加工わさびメーカーのパ

用わさび「金印ねりわさび小袋」 界の食文化の向上に貢献してい

やお馴染みの小袋タイプの添付

しない純粋品「金印粉わさび」

金印㈱では、からし粉を混合

ことで、人類の健康づくりと世

価値を追求し、世界に発信する

「これからも、わさびの新たな

ヵ国以上と取引してい

業者の選択が今日の金印わさび

生産拠点となっています。

昭和４年４月、創業者である

など地道に積み重ね、加工わさ

老を通じて商売替えを要請され

から「死活問題だ」と市場の長

産地直送販売は、市場の同業者

うです。当時、画期的であった

の産地直送販売を行っていたそ

網走地域へ移動。一件ずつ農家

小林一光氏が主導し、主産地を

格が高騰。当時常務で現社長の

びの栽培面積を縮小し、原料価

野菜栽培の拡大に伴い西洋わさ

の主産地である長野県が、他の

年、西洋わさび

平成

の一貫生産体制を確立すべく、

を追求。原料開発から出荷まで

生産者と一緒に良質な原料栽培

試験と品種改良を続け、各地の

産原料に拘り、長年に亘り栽培

ってきている中、安全安心の国

原料は海外の輸入品が主流とな

品を次々と開発。他メーカーの

れました。

くことが使命です」と語ってく

から世界中のお客様へ届けてい

パンの高品質商品を、この網走

そして、メイド・イン・ジャ

に着手。昭和

ました。元次氏は悩んだ末「将

を訪問し、地元の協力を得て契

グリを設立しました。

創業当初は、静岡県産みかん

しかし昭和

した。

来を期しての商売が、市場の人

約栽培体制を確立していったそ
網走地域の産地拡大は、金印

年以上に亘り研究し

また、本わさびの健康機能性
について

健康食品や化粧品、機能性原料

網走工場落成式（昭和 43 年）

う小林商店を開業。

達と争うものであってはいけな

うです。
わさびなど土物なら問題ない」

㈱のみならず、業界全体の発展

２０

４０

とのことから、本わさびを取り

年には農業法人 金印ア

い」とこれを承諾。
「蓮根や本

きます。

小林元次氏は愛知県名古屋市の

イオニア企業として業界初の商

１３

その後、粉わさびの製造販売

に繋がっているそうです。

創業 年 これからもわさびの新しい価値を追求
世界の食文化の向上に貢献する
金 印 ㈱

５５

６０

びの事業は軌道に乗りはじめま

金 印 ㈱
柳橋中央市場の一角で青果を扱

代表取締役会長
小 林 一 光 氏

４３

２６
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９１

網走商工会議所９月のスケジュール
◆１８日（金） 経営委員会
◆１９日（土） 創業ゼミナール
◆２３日（水） 議員会親睦ゴルフ大会
オホーツク管内商工会議所会頭会議
◆２５日（金） 令和２年度第１回「網走観光戦略会
議」並びに第１回「網走観光戦略会議
幹事会」
◆３０日（水） 道法連理事会
絵はがきコンクール審査会

◆ ２日（水） みなと観光交流センター魅力向上検
討会議
◆ ４日（金） 共済推進会議
◆ ７日（月） ＩＴ活用相談室（８日まで）
網走商工会議所青年部役員会
◆１０日（木） 全道商工会議所事務局長会議
◆１４日（月） 観光委員会
地域振興委員会
ＢＣＰ研修
◆１５日（火） ＢＣＰ研修
◆１７日（木） 総務財政員会
事業承継相談室

特設通販サイト「あばしり自宅で満喫プロジェクト」
お店自満の名産や観光資源の販路拡大に向けて掲載しませんか？
当所緊急経済対策本部では、コロナ禍において経営に打撃を被る会員事業所の販
売拡大支援に向けて、標記、通販サイトを開設しました。
網走の名産や観光資源（商品券やお食事券も可）を訴求できる本サイトにて、集
客力の高い「ＹＡＨＯＯ！ショッピング」にて販売を行います。
当所サイトへの掲載は、初期費用 0 円（販売価格の手数料 10%）、商品登録は 10
アイテムまで 1 年間無料となっております。
是非、この機会にご利用願います。

※詳細は、当所（☎ 43-3031）まで
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