７月２０日から販売を開始した「白老バーガー＆
ベーグル」。当会員も多数参加し、１０店１１種類の
「Ｂ＆Ｂ」が町内各所で楽しまれています。テレビ局
や情報誌での広告効果もあり、客足も順調だが、販売
から２ヶ月余りがたち、現状と今後について検証し
てみました

白老Ｂ＆Ｂの９月末販売結果は、17,485個、総売上も6,852,750円と予想を上回る結果
となりました。
そこで今回は、Ｂ&Ｂ研究会事務局の（社）白老観光協会に緊急取材に伺いました。当
初は、
『町内で獲れる“こだわり”食材を、道産小麦を使用したバンズやベーグルに挟み、
その美味しさを味わってもらおう』というのが始まりでした。「白老牛」をメインに試行
錯誤の末、各店の特徴を活かしたＢ＆Ｂの創造に成功した事は、その驚異的な販売個数が
物語っています。消費者の約８割が、その味に満足しているという集計もあり、順調なス
タートを切ったと言えそうです。
改善点としては『白老牛』を使用する事で、仕入単価が高騰し、そのまま価格に跳ね返
えるという事です。価格は２００円～９００円で販売され、アンケート結果から、『ワン
コイン(５００円)』が消費者の最も買いやすい価格帯だと裏付けされており、今後いかに
価格帯差を抑制するかというのが焦点となります。また、現有商品の販売ピークが過ぎ、
売上が伸び悩む前に、新商品の市場投入をいかにするかという事があげられますが、反
面、変えてはいけない点があるのも事実です。
今回は事業費が広告料のみで、それ以外のロゴ・のぼり・包装紙等デザインは全て“手
作り”という主旨で各店に負担していただきました。商品についても“手作りと作りた
て”にこだわり、季節毎の白老産食材を使った新しいＢ＆Ｂを、今後もデビューさせたい
と思っているそうです。
白老Ｂ&Ｂを展開する上での条件は、“白老産の食材を主要食材とする”など１０２項
目からなり、モチベーションの維持が最も重要なことだそうです。
ある個店は『魚介天ぷら』を利用したベーグルを提供していますが、このチャレンジ
こそ白老Ｂ&Ｂの“真骨頂”であり、白老町に溢れる食材をいかにＢ&Ｂに繁栄するか、会
員のモチベーションを刺激しつつ現存するＢ&Ｂは、“ベーシックＢ&Ｂ”として各店で守り続け、更なる改良やアイディアで、次
のステップに挑戦していければ、安定販売につながるのではないかと思います。そこで、“新たなＢ&Ｂの創造と構想”ですが、あ
りがちな『ご当地グルメ』以上の新しい試みが随所に見られます。参加会員が商品提供する事に責任を持ち、観光協会や商工会が、
ＰＲや戦略という点でサポートする。マスコミには過去に例を見ない程取り上げられ、投資以上のＰＲ効果があったと判断できま
す。バンズ等食材のほとんどを白老町内で調達する事により町内循環という“経済効果”に繋がるのではないでしょうか。単に、
補助事業として取り組んだものなら、全てにありがちな“おまかせ”になっていたでしょうが、今回は、爆発的な売上げになり、
各事業所でも新たな商品としてあらためて認識していただけたと思います。アメリカに「No pain No gain(痛みのないところに前
進はない)」という諺がありますが、『努力なくして成功はない』ということでしょうか。評価は分かれるでしょうが、『石橋を壊
れるまで叩く』のではなく、『壊れる前に渡りきってしまう』のも一つの方法だと思います。単に『発想の転換』と言ってしまえ
ばそうかもしれません。しかし、楽をして徳をとれる時代ではないのも事実です。『観光協会も、そのノウハウを使って、Ｂ＆Ｂ
研究会をバックアップしますので、商工会員の皆様のご理解、ご協力お願いいたします』とのことでした。
１０月以降、Ｂ&Ｂの新作が次々と登場します。また、新たな参加施設も随時受付しておりますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
問い合わせ

（社）白老観光協会

山崎まで

ＴＥＬ（０１４４）８２－２２１６
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白老町商工会

委員長
副委員長
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木村
波多
相吉
久保
酒井

一政
武光
崇史
照美
大介

衣料のイノウエ
㈲創作一心
相吉商店
㈲山ト花とよ
協栄自工㈲

■ 青年部員募集

Information
■

現在部員２８名で、後継者育成の場として定例会や
地域活性化事業等を展開しています。４０歳で卒業で
すが、それまでに各種勉強や仲間作り、商売に繋がる
ネットワーク作り等一緒に楽しみながらスキルアッ
プしませんか？！
自分が変わらなければ何も変わりません。輝く未来
を目指して一緒にがんばる人を募集中！
詳しくは事務局伴まで・・・

会員募集

本商工会の一般会員数は、平成５年度の６０３人
をピークに減少し、平成１９年度当初は４２３人と
なっています。こうした減少が続けば地域経済活性
化に悪影響があるばかりではなく、商工会の財政運
営にも大きな影響が出てきます。
こうした理由から、本年度商工会の重点事業とし
て、会員加入促進に取り組むこととしています。１０
月、１１月を強化月間として役・職員一丸となって加
入促進を行うこととしていますが、会員の皆様にも、
同業種の方、同地区の方などに加入のお声がけをお
願いいたします。

■

新会員紹介

一雄さん

■

㈲マルイチ鈴木海産
鈴木
白老町字竹浦一二三―一

重人さん

マルタカ白老店
鶴ヶ崎 祐治さん
白老町本町一丁目十四―二十

㈲フォーレ白老
坂内
白老町字竹浦六六四―二

㈲カネニフーズ つぼ八白老店
熊谷 威二さん
白老町大町三丁目八―十二

由美子さん

昨今の厳しい経営環境に伴い、経費削減をする事業所
が増え、その矛先として会費支出の見直しという流れが
主流となっております。われわれ青色申告会もその対象
となり、この５年間で会員数も激減し、９月３０日現在の
会員数が９９事業所となりました。
当会加入のメリットは数多く、そのうちの一つとして
会計ソフト「ブルーリターン」の導入にあります。会員様
には定価３７，８００円のところ２８，３５０円で購入で
きます。初期操作についても当商工会職員がご指導いた
します。また、国が進める「電子申告」も電子証明に登録
されるだけで、当会計ソフトから簡単に移行し、スムーズ
に申告ができます。是非この機会にご検討下さい。
加入申込は事務局中村（祐）まで。

現在部員は５７名で、奉仕活動として交通安全啓発
のマスコット作成・配布や雑巾寄贈、地域振興活動と
して町内の清掃及び花壇整備、祭りへの出店を行って
います。他にもいろいろ事業はありますが、丹羽部長
を中心としていつも和気あいあいとした雰囲気で楽
しく活動しています。ぜひ一緒に活動しませんか？
居酒屋ふる里
伏見
白老町大町三丁目一―九

■ 青色申告会員募集

女性部員募集

行事予定

集

四階）

◆ 会員事業所優良従業員表彰
日時 十一月二十二日（木）十八時
場所 しらおい経済センター
内容 勤続三年から三十年までの従業員について表彰
をいたします。
該当する会員事業所の皆様も是非協力願います。

募

◆ 珠算検定
日時 十一月十八日（日）
場所 参加者数に応じ後日連絡いたします
試験級 １級～十級 七百十円～二千四十円
締切 十月十九日（金）必着
◆ 簿記検定試験
日時 十二月七日（金）十三時～十五時
場所 道商工連研修室
（札幌市中央区北一条西七丁目プレスト一―七
試験級 三 級 二千百円
締切 十月三十日（火）必着
希望者は商工会十文字までご連絡下さい

◆ 会報記事
会報編集委員会では、会報の記事を募集しております
当委員会では、会員に役立つ会報、全会員に読んでも
らえる会報を目指し、興味のある情報を発信していきた
いと思います。これまで通りの報告を出来るだけ減らし、
告知等これからの情報を掲載する事と、皆様方が「この
町の取り組みが凄い」とか「このイベントがいい」とい
う情報があれば掲載し、これからの取り組みのヒントに
なればと思います。
まずはご気軽に事務局中村（祐）までご連絡下さい

■

町広報誌広告掲載

■

白老町から、町広報紙に商工会員の皆様のお店
や会社の有料公告を掲載しませんかと要請が来て
います。
既に町広報「元気」８月号からスタートしていま
す。この有料公告は町広報紙の印刷経費に充てら
れ、町内の店舗、事業所、企業を広く紹介すること
により、地域経済の発展を図ることを目的として
います。
【公告の規格と料金の概要】（金額は税込み）
１口（１/２段：５ｃｍ×８．８ｃｍ）の場合
1ヶ月 10,500円
3ヶ月 28,350円
6ヶ月 50,400円
12ヶ月 75,600円
１ページ（26ｃｍ×18ｃｍ）の場合
1ヶ月 105,000円
3ヶ月 283,500円
6ヶ月 504,000円
12ヶ月 756,000円
なお、公告作成費は含まれていません。
詳しくは、下記までご連絡ください。
◆
◆

役場経営企画課企画グループ
㈱新生広告社苫小牧支社

≪あるある豆知識

82-4240
32-8544

～電子申告

建設業法令順守ガイドライン

国土交通省で作成した「建設業法令順守ガイドライ
ン」をご検討ください。詳細については下記の国土交
通省ホームページに掲載されております。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010702_.html

■

各種学校の推薦
北海道酪農大学では「環境マネジメント学科」とし
て２０名の枠を設けております。商工業を将来継ぐ予
定の生徒で明確な入学目標があり、自己推薦出来るだ
けの能力を有する者（例 生徒会及び部活動等で活躍
した生徒）で、「環境マネジメント学科」専願の場合
は成績を問いません。
札幌商工会議所専門学校（ＣＡ）では、商工会員の
経営者もしくは従業員のご子弟が入学された場合、入
学金（１０万円）並びに選考料（１万５千円）を免除
いたします。
くわしくは事務局十文字までお問い合わせ下さい。

eーTax～≫

『電子申告』とは、現在、書面によって行われている申告、納税及び申請・届出等について、納税者の利
便性の向上を図る観点からインターネットを利用して手続きができるようにしたものをいいます。近年、パ
ソコンやインターネットの普及・拡大に伴い、社会全体の情報化及びペーパーレス化が急速に展開していま
す。
今回は、平成１６年６月１日から全国で利用可能になった国税電子申告・納税システム（e－Tax）につい
て、簡単にお話します。e－Taxを利用するためには、インターネットを利用できる環境のパソコンと証明書
を読み込むカードリーダーを準備し、次のような事前の手続を行う必要があります。
１．電子証明書の取得
電子申告を利用するには、
まず、インターネット上で本人であることを電子的に証明する電子証明書を区・
市役所・町村役場や法務局（法人）などで事前に取得（有料）する必要があります。これは電子認証とも呼
ばれ、いわゆる印鑑や署名の代わりになるものです。
e－Taxを利用する際には、電子署名および電子証明書を添付して、データを送信します。
２．『電子申告・納税等開始（変更等）届出書』の提出
次に、所轄の税務署に手続をします。本人確認書類（個人：住民票の写し等）（法人：登記簿謄本等）を添
付または提示して、事前に書面で所轄税務署に提出してください。この届出を行なうと、利用者識別番号、
暗証番号、CD－ROM（e－Taxソフト）などが税務署から通知されます。これによって、利用が可能になります。
３．暗証番号の変更・電子証明書等の登録
最初に、e－Taxを利用するときは、
税務署から通知された暗証番号から任意の暗証番号への変更をします。
当然のことといえば当然ですが、
必ず暗証番号はこの時点で変更してください。
事故の防止につながります。
その他、初めて利用する際に、電子証明書の登録や電子納税システムに必要となる納税用確認番号（任意の
番号）の登録を行います。
e－Taxやペイジーを利用すれば、金融機関の窓口が開いている時間に出向くことなく、自宅やコンビニに
あるＥＴＣ等で国税の納付手続が可能となるので利便性の高いサービスを受けれるという反面、インター
ネットそのもののセキュリティーに不安があるというのも現状です。

商工会の動き

六月十二日 労務厚生委員会
二十日 商業部会幹事会
二一日 上川町商工会 来会
二四日 青年部山小屋交流会
二六日 会報編集委員会
二六日 女性部役員会
七月十四日 建設業部会ゴルフ大会
十九日 赤井川商工会 来会
二四日 金融審査委員会
二五日 青年部役員会
八月 七日 青年部ちびっこフェス
ティバル
十七日 金融審査委員会
二十日 総務企画委員会
二一日 理 事 会
二三日 移住ビジネス創出協議会
二四日 青年部役員会
九月 五日 中間監査
五日 四部会正・副部会長会議
六日 会報編集委員会
六日 商業部会委員会
七日 高知県議会 来会
九日 青年部家族会
十八日 労務厚生委員会
十九日 経改推進委員会
二一日 工業部会幹事会
二二日 女性部秋の交通安全啓発
運動
二六日 サービス業部会幹事会
二八日 工業部会経営講習会
■

■ 女 性 部 研 修 報告
去 る 九 月 十 五 日 土 、十 六 日
日 に 洞 爺 湖 町に て 胆振 管 内 商
工会女性部員研修会が行われ、当
部より七名参加しました。一日目
は室蘭人権擁護委員協議会会長
三浦様の「女性と人権」について
講義を聞きました。二十年以上携
わった中での実体験を元に「人権
とは？」「人権を守るには？」と
いうことをわ
かり易く話し
て下さいまし
た。二日目には
火山科学館の
視察及びハー
ブ蒸留体験を
行いました。

ちびっこフェスティバル
■ 移住ビジネス先進地視察
今回で第７回を迎える、青年部地域活性化事業「ちびっ
北海道から２００万円の補助を受けて移住ビジネ
こフェスティバル」が、８月７日（火）にしらおい経済セ
ス創出協議会（構成：会員４社と事務局の商工会）を
ンターで開催されました。
組織し、ビジネス化の試行実践を行っています。
近年は雨天開催が続いており、経済センター内で行う
道内で、先進地とされる当別町・伊達市・函館市の
ことが多かったのですが、この日は天候にも恵まれ久し
視察に行ってきました。
ぶりの野外開催となりました。
当別町では役場を事務局に商工会等団体・企業によ
毎年、新たなイベントを企画していますが、今年は前売
る協議会を昨年設立しビジネス化を目指しており、不
券に付けた抽選
動産業・建築業に波及が見られた。
券による抽選会
伊達市では、市内情報処理会社（移住情報発信を市
が行われ、
当選者
から受託）やアパート経営者への波及が見られた。
に焼鳥引換券や
函館市は移住ビジネスの株式会社を設立し営業し
ふわふわゴリラ
ており、短期滞在用マンション・ＡＰの賃貸仲介、観
券など多数の商
光事業者との連携事業を行っている。
品が手渡されま
白老町では、定住する方だけではなく、毎年白老に
した。
２・３ヶ月滞在する（季節移住という）方をターゲッ
午後７時から
トにして店舗紹介紙などの作成配布や有償案内人に
行われた盆踊り
よる観光施設・飲食店への誘導を図り、消費拡大を目
にもたくさんの子供達が集まり、踊った子はおやつをも
指しています。
らって大喜びでした。
また、そのころから会場のテーブルも満席状態となり、
■ 秋の交通安全啓発運動（女性部）
終了時間の９時まで大いににぎわい、青年部最大のイベ
９月２２日（土）午前１１時よ
ントは大盛況となりました。
りチェプ祭会場にて、苫小牧警
察署白老交番、白老町交通安全
協会、商工会青年部等と共催で
交通安全啓発運動が行われまし
(
)

(
)

白老町商工会員

４２９事業所

（前年比

た。女性部よりかねて
から１００個準備し
ていた手作りの猫の
マスコットを会場内
の方々に交通安全の
祈りを込めて手渡し
ました。

５事業所 増）

商業部会
１２１事業所 （前年比 １事業所増） 工業部会
さーびす業部会 １３６事業所 （前年比 ４事業所増） 建設業部会
定款会員
２２事業所 （前年比
増減なし） 賛助会員

（平成１９年９月３０日現在）
８９事業所
８３事業所
４事業所

（前年比 １事業所増）
（前年比 １事業所減）
（前年比 １事業所減）

