第 回「しれとこ産業まつり」
（主催＝しれとこ産業まつり実行委
員会）が９月 日㈰、みどり工房し
ゃり特設広場で今年も「知床の大地
と海の恵みに感謝」をテーマに開催
された。
９時 分より斜里中学校吹奏楽部
のオープニング演奏でスタート。こ
の日は天候も非常によく、午前 時
からの特産品販売開始前から多くの
人が各ブースに並び、賑わいを見せ
ていた。
会場ではオホーツクサーモンのチ
ャンチャン焼きや牛乳を無料提供し
ており、最終的に町内外から１万
１０００人が来場し、秋の味覚を楽
しんだ。
商工会からは今年も青年部と女性
部が参加。青年部では、たこ焼き・
焼き鳥・かき氷・トロピカルジュー
ス・生ビールを販売し、例年通り子
供たちがかき氷を求め行列を作って
いた。女性部は、お好み焼き・お弁
当・部員たちのお店の自慢の品など
を持ち寄り販売した。特にお好み焼
きは根強い人気があり、購入した人
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上げて喜んでいた。 時 分からの
演歌歌手「明江三奈さん演歌ショ
ー」と 時 分からの「さくらまや
コンサート」は多くの方が歌声に聞
き入っていた。
そのほか、「お楽しみ抽選会」
（先着５００名様）が行われ、抽選
に参加した人は当たりはずれに一喜
一憂していた。「海と大地で遊ぶ」
コーナーでは、ほっきやたこ、サケ
のつかみ取りを行っていて、親子連
れの参加者が楽しんでいた。
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斜里町内で生産、製造された安心
・安全でおいしい食品を「真の知床
産」として認証し、全国に発信してい
くこの企画に新商品が加わりました。
「こはる 潮ラーメン・
味噌ラーメン」
◦斜里町農業
協同組合
町内産春まき小麦
「春よ恋」 ％の生
麺です。
「斜里山麓豚ハム」
◦田村農場はる畑
～ ヶ月間熟
成させ、食品添加
物を一切使わない
安心・安全のハム
です。
100
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「知床の餃子」
◦斜里町農業
協同組合
町内産小麦粉と
豚肉を使用したジ
ューシーな餃子で
す。
「知床しゃりブランド」認証品は
町内の「しれとこ屋」などで購入で
きますので、是非ご試食してみてく
ださい。

「知床のクマさん」
◦和洋菓子の
モンブラン
町内産小麦粉
「きたほなみ」を
使用した風味豊か
な焼菓子です。

「知床しゃりブランド」新たに４商品

たちの評価はとても高かった。
ステージイベントでは、「動物戦
隊ジュウオウジャーショー」が二回
行われ、ちびっこ達が大きな歓声を

〒099-4113 斜里町本町29番地8
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は成長が早く、
強度があり、ま
た木肌が美しい
反面、くるいや割れを生じやすくそ
の活用範囲は限定的であったが、技
術の革新により近年カラマツは構造
材として見直されるようになり、カ
ラマツ材のＣＬＴパネルの生産に取
り組む契機になったとのこと。
日本では２０１４年にＣＬＴ材の
ＪＡＳ規格が施行されており、その
流れの中で北海道の支援を受け、建
築基準法に定める各種評価・試験項
目を満たした北海道産カラマツ材Ｃ
ＬＴパネルを用いた「日本初の非住
宅ＣＬＴ建築物」として、工場敷地
内に二階建てのセミナーハウスの建
築を行っている。
カラマツのＣＬＴ材は素材・構造
的な課題に対して研究開発がこれか
らも必要であることと、住宅分野へ
の供給のために必要な各種法令が調
整中であり、日本国内においてのＣ
ＬＴ活用・普及にはまだ時間がかか
る見込みとのこと。しかしながら、
日本の森林のうち ％を占める北海
道としては、道産木材を活用したＣ
ＬＴ市場に対して大きな期待を寄せ
ており、今後はトドマツやスギを用
いたＣＬＴの活用も目指していると
のことであった。
午後からは、旭川市にある髙砂酒
造株式会社を視察。「男山」「大雪乃
蔵（現・合同酒精）」とともに知られ
る旭川三大酒造メーカーの一社。

創業は明
治 年で業
歴は１００
年を超え
る。代表
ブランドは
「国士無双」
（昭和 年
より販売）、
野外の雪中
ドームで絞
り・熟成を
行う「一夜
雫」（昨年度
で生産終
了）。近年は
酒粕、麹の飲料製品等の製造も手掛
ける。今回は、昭和４年に建設され、
現在も酒造りを行う本社工場におい
て担当者からの説明を受けた。
旭川は市内に四本の川を有する立
地から稲作と酒造りが盛んで、戦前
は北海道の酒造の中心地として隆盛
を極めたが、戦後酒蔵の統廃合を経
て現在は三社となっている。
戦後は山田錦（兵庫県産）などの
酒米を使用した日本酒の製造が主で
あったが、品種改良により酒造りに
適した北海道産酒米が開発され、近
年はその使用割合を高めた酒造りを
行っているとのことであった。
酒造りにおいて重要な三要素とし
て、米・米麹・水が上げられるが、
特に米麹については酒の出来を左右
する要素であるため、生産工程では

細心の注意を払い管理をしていると
のこと。高砂酒造では、酒米を精製
するときに余分なたんぱく質を削る
工程（削りの割合で、吟醸・大吟醸
の表示が決まる…削り ％未満は大
衆酒となる）において、おおよそ
％を削り取ることで、淡麗・上品で
口当たりのよい日本酒造りをブラン
ド化することに心血を注いでいると
のことであった。
また、工場に隣接していた蔵は展
示・販売所としてリノベーションさ
れ、酒造りで実際に使われていた古
い器具や装置、各種資料の展示を通
して、旭川における酒造の歴史を学
べる施設として観光の一翼を担って
いるところが興味深かった。
二日目午前は、旭川ガス株式会社
永山工場を視察。
旭川市内と東神楽町の一部にわた
って家庭・事業所への天然ガスを供
給する都市ガス事業者。顧客数は約
９万箇所、供給面積は斜里町の面積
とほぼ同じとのこと。
天然ガスは国内ではごく少量の採
掘があるが、そのほとんどを海外か
らの輸入に頼っている。天然ガスは
人体に有害な一酸化炭素を含まず、
燃焼の際、大気汚染の原因とされる
硫黄化学物、すす、酸性雨の原因と
される窒素酸化物が発生せず、温暖
化の原因とされる二酸化炭素の発生
量も石炭・石油の化石燃料に比べ
～ ％少ないクリーンなエネルギー
とされる。
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工業部 会 視 察 研 修 報 告
工業部会（山本勝部会長）では、
９月 日～ 日の日程で、職場の安
全管理・労務改善等に関する事項や
企業の先進技術・生産ライン等につ
いての研修を、北見市・旭川市にお
いて実施した。
一日目は北見市の留辺蘂にある協
同組合オホーツクウッドピアを視察。
協同組合オホーツクウッドピアは
北海道で唯一ＣＬＴ（直交集成板）
の生産を行っている企業。ＣＬＴは
挽き板の繊維方向が層ごとに直交す
るように重ねて接着した木造構造パ
ネルで、１９９６年にオーストラリ
アで開発され、２０００年からはヨ
ーロッパでショッピングモールや中
高層の集
合住宅、
幼稚園な
どの様々
な建築物
に広く利
用されて
いる。
北海道
では戦後
復興期に
カラマツ
の植林が
広域で進
められ、
カラマツ
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石狩市のＬＮＧ（液化天然ガス）
貯蔵基地より、毎日欠かさずタンク
ローリーによって供給がなされてお
り、永山工場の生産施設において製
造・調整されたガスが市内の契約者
へ供給される仕組み。生産工程は完
全自動化されており、 時間三交代
制でオペレーターを含めた少数の人
員で工場の維持管理を行っていると
のこと。
生活に密接する分野だけに、施設
の保安、維持、緊急対応には万全の
体制を構築しており、市内全域（公
道埋め込み部分）は従来の金属製の
ガス管から地震等の災害に強いポリ
エチレン製のガス管への切り替えが
完了しているとのこと。またＬＮＧ
は無色無臭の性質からガス漏れがあ
った際には気が付きにくく、「安全
確保」のため人工的に付臭（臭い付
け）をしているとのことであった。
二日目午後からは、株式会社道新
総合印刷旭川工場を視察。
新聞記事が出来上がるまでの過程
のビデオ説明を受け、空知地方の夕
刊印刷作業を見学した。
旭川工場では主に空知・上川・オ
ホーツク・宗谷管内の新聞印刷を担
当し、各地の新聞販売所への輸送を
行っている。本社から新聞データが
送信され、各地方版の印刷から折り
曲げ、仕分けまでを一本のラインで
完結する設備を有しており、年中無
休、二交代制で操業しているとのこ
と。万が一にも新聞の遅配がないよ
うにと、工場内では印刷作業のオペ
レーションだけではなく、設備の維
持、管理、調整に係る各種メンテナ
ンスに対応できる人材を確保するた
め、日々従業員の教育訓練に取り組
んでいるとのことであった。
また斜里町内へ届けられる新聞は、
帯広工場で早版印刷されているとの

月４日㈫帯広市にて第 回青色
申告会北海道ブロック大会が開催さ
れた。斜里町青色申告会を代表して、
神田会長、小池副会長、事務局の３
名が出席した。帯広市民文化ホール
に会場が設けられ、全道各地から集
まった大勢の参加者で賑わっていた。

ことであった。
今年度は地域に根ざし活動を続け
る企業に焦点を当て企画し、各企業
が各々の知見をもって現状に対する
改革・挑戦する現場での取り組み
は、視察研修参加者にとっても大き
な収穫となった

人口の減少や高齢化、大企業の小売
り分野への進出など構造変化の部分
が大きく影響している。また、白色
申告者の記帳義務の拡大など、青色
申告会の指導相談機関としての働き
も大きくなってきている。
本格的にマイナンバー制度が運用
され多くの部分で変化が起こったこ
とにより、確定申告や各種申請な
ど、提出の際に個人番号の記載と本
人確認が求められるようになって事
務負担が大きく増加することとなっ
た。そのため、マイナンバー制度に
関する理解を深めるとともに、個人
番号の適正な取り扱いについて徹底
しなければならない。
近年少しでも個人事業主の負担が
軽くなるように、税制改善運動によ
り一層力を入れている。個人番号を
記入する税務関係書類の大幅削減、
国民健康保険の財政運営の主体を市
区町村から都道府県へ移行（平成
年度より施行）といったように年々
成果を上げている。このように小規
模事業者を取り巻く環境が大きく変
化してきている中で、事業者ができ
ること、やらなければならないこと
を教えていただいた。
第２部の本大会では札幌国税局
長、北海道十勝総合振興局長、帯色
商工会議所会頭から祝辞をいただき、
次年度北海道ブロック大会の開催地
である釧路地方青色申告会連合会副
会長の挨拶で締めくくられた。
第３部の懇親会では、各地方の参
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青色申告会全道大会

今回の大会は第１部の
講演会・研修会、第２部
の本大会、第３部の懇親
会と全３部の構成で行われ、第１部
では、帯広百年記念館の学芸員であ
る、大和田氏より十勝の商業・工業
の成り立ちについて講演があった。
明治に入ったばかりの帯広は北海
道の中ではあまり注目されていない
土地で、開拓は本州からの開拓移民
によって進められ、明治 年頃、現
在の国道 号線沿いに集落が形成さ
れた。その２年後の明治 年には監
獄が作られ、受刑者により大通りが
整備され、市街地の基礎となった。
監獄ができたことに伴い、管理す
る人々も移り住むようになり、この
ような人々を対象とした商売をする
人が増え、帯広は栄えていくように
なったと説明があった。
研修会は一般社団法人青色申告会
総連合の常務理事である綿貫氏によ
り小規模事業者を取り巻く環境の変
化についてという内容で行われた。
近年小規模事業者を取り巻く環境
は大きく変わりつつある。そこには
38
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加者が交流を深め、より一層青色申
告会としての団結力が高まったよう
に見えた。
次回の北海道ブロック大会も是非

女性部
活動報告
月 日㈰雄武町で行われました
「平成 年度オホーツクブロック女
性部研修会」に部員６名、事務局１
名で参加しました。
「知床ねぷた」
・
「仮装盆踊り」
・
「し
ゃりっこお好み焼
き」について活動
報告を行いました。
部長活動報告によ
り「斜里では、７月
に〝知床ねぷた〟が
運行されます。北方
警備の命を受けた津
軽藩士１００名のう
ち 名が斜里の地で
命を落とし、それを
弔うために慰霊碑が
建立され毎年斜里町
で慰霊祭が行われて
います。そのことが縁で〝弘前ねぷ
た〟が〝知床しゃりねぷた〟として
運行することが認められました。６
月に金魚ねぷた講習会を行い自分た
ちの店などに飾ります。運行時には
法被・はちまき・タスキをかけて女
性部も出陣します。
10
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参加したいと考えている。そして、
学んだことを皆様に伝えられるよう
努力したい。

８月には商工会青年部主催の町民
仮装盆踊り大会が行われ私たち女性
部は毎年参加しております。今年は
か ぶ り 物 に 挑 戦 し ま し た。〝 サ ザ エ
さん家の盆踊り〟というネーミング
で準優勝いたしました。これからも
優勝目指して頑張ります。
さて、私たち女性部
はあちらこちらから出
店依頼があります。今
ま で、 お で ん、 豚 汁、
いも団子など出してき
ましたが、何か女性部
の〝売り〟になるもの
はないかと試行錯誤の
結果、３年前に〝斜里
産のジャガイモをベー
スにしたお好み焼き〟
を 開 発 し ま し た。〝 し
ゃりっこお好み焼き〟
として売り出していま
す。９月の産業まつり
を中心としまして、５
月のＳ １自慢祭り・ 月の食海土
などに出店しいつも完売し、味の評
価もよく、皆様にも商工会女性部の
〝しゃりっこお好み焼き〟として浸
透してきたように思います。
…と、ここまでいろいろよいこと
ばかり話してきましたが、どこの女
－

性部でも現在抱えている悩みだと思
いますが、部員さんの減少と新入部
員の加入がほとんどないのが現実で
す。打開策はないかと考え、武藤副
部 長 が 中 心 と な り、〝 斜 里 町 商 工 会
女性部フェイスブック〟を立ち上げ
ました。携帯から見ることができま
すので私たちの活動状況をどうかご
覧ください。先輩の築いてきた道を
何とか絶やさず部員一同頑張ってい
こうと思います。」と述べました。
持参したサザエさんの被り物や金
魚ねぷたは参加された他市区町村の
方々に大変好評でした。
フェイスブック
のＱＲコードを掲
載しますのでお時
間ありましたら是
非ご覧ください。
この原稿を書い
てる時点でのニュ
ースヘッドライン
は何と言っても
「ピコ太郎」の人
気 動 画 「 Ｐ Ｐ Ａ Ｐ 」（ ペ ン パ イ ナ ッ
ポーアッポーペン）。
動画の製作費用はたったの２万円。
この日までにユーチューブでの関連
動画再生回数が３億３０００万回、
同サイトの再生チャートで２週連続
の「世界一位」に。この再生回数に
ユーチューブの再生あたり広告単価
０．１円をかけると推定３千３００
万円の広告収入が「ピコ太郎」に入っ

◦プレミアム商品券使用有効期限

平成28年11月30日㈬

◦プレミアム商品券換金期限

平成28年12月20日㈫

お早めにご使用ください。

たことになる。
ちなみに日本人ユーチューバーの
トップランカー（元スーパー店員）
の年収は約２億円。（お金の話ばか
りですみません）
我々の世代は高額な製作費で作ら
れたテレビ番組、ＣＭを視ていまし
た。今は元スーパー店員や大学生が
スマホでとった動画に内容によって
ではありますが、高額な広告収入が
期待できる時代。
改めて、インターネットのエンパ
ワーメント効果とジャスティン・ビ
ーバーの「つぶやき」の威力に驚愕。
（門間）

プレミアム商品券の
使用期限が迫っています

