
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年 4 月 １日 第 410 号 

【 第９回 理事会 開催される 】 

平成 26 年度最後となる、第９回理事会が 3 月

26 日開催されました。その結果を次のとおりご報

告いたします。 

◎議案第 1号 会員の脱退について       

 (有)ワールド 川 島 義 夫 様 

(有)ワールド様は活動を休止されることから脱

会となりました。これまで本会の発展にご尽力をい

ただきましたことに心から感謝申し上げます。 

◎議案第 2号 和寒町商工会給与規程及び和寒町

商工会職員再雇用規程の一部改正（案）に

ついて       

 北海道が職員の給与に関する条例及び関連する規

則等を改正したことから、準用する和寒町商工会給

与規程及び和寒町商工会職員再雇用規程について、

給料月額を平均２％引き下げる事など一部改正する

ことについて承認をいただきました。 

◎議案第3号 平成26年度収支更生予算（案）につ

いて     

 平成 26年度収支更生予算（案）について、職員

の福利厚生費及び福利環境整備費に不足額が生じ

たことから、歳出の経営改善普及事業職員設置費及

び経営改善普及事業費を更生した第 4 回更生予算

（案）について承認をいただきました。 

◎議案第 4号 平成 27年度収支予算（案）について         

新年度から、商工会タブレット端末が導入される

ことに伴い、新たに通信回線利用料が発生すること

から、歳入・歳出にそれぞれ 20千円増額する収支 

予算（案）について協議をいただき、提案のとおり

承認をいただきました。 

 

 

・報告事項 1 平成 26 年度 わっさむ活活商品券販売事業

について 

 2 月 28 日をもって終了した活活商品券販売事業の販売

実績がまとまり理事会に報告しました。その主な実績内容

は次のとおりです。 

･販売計画数 15,000冊×10 枚／冊＝150,000枚 

･販売実績数 14,261冊×10 枚／冊＝142,610枚 

･販売率   14,261冊÷15,000 冊＝95.07%  

･利用実績（回収実績）  170,893 枚 

･利用率  170,89 枚÷171,132 枚＝99.86% 

会員各位のご協力により、販売実績、利用実績ともに 25

年度を上回る結果となりました。改めて皆様のご協力に感

謝とお礼を申し上げます。 

・報告事項 2 和寒町商工会経営発達支援計画の申請につ

いて 

・報告事項３ 第３０回三笠山夜桜まつりの開催について 

 第３０回の節目を迎える「三笠山夜桜まつり」が、≪わ 

っさむ開村 100 周年記念≫事業の一環として、５月８日 

（金曜日）「三笠山ふれあいのもり」で行われることが報

告されました。 

・報告事項４ 関係する各事業の推進経緯について 

・報告事項５ 部会報告について 

 

 

 

和寒町の新年度予算が成立しました。 

【平成 27 年度 商工会関連予算について】 

 平成 27 年度和寒町の予算が、第 1回町議会定例会にお

いて成立しました。産業振興など、本会に関連した主な予

算は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。 

◎ 商工会関連予算         （単位：千円） 

 ・商工会運営補助           17,565  

・商業振興協同組合補助         1,200 

◆生活応援･商工業活性化対策事業補助  16,800 

・中小企業経営安定化利子補給補助     871 

・中小企業補償融資保証料・利子補給補助 1,296 

  ・商工業活性化融資利子補給補助       52 

・融資事務取扱交付金           100  

 商工会関連合計 21,084 千円 前年度比 604千円増 

 理事会が終了した後、18 時 30 から山本補助員の送別

会が本会役員や両部会･両部の役員ら 24 名の出席をい

ただき産業会館大会議室で行われました。 冒頭、浜田

会長から 4 年間の労いと経営指導員として異動される山

本補助員のご活躍を期待する挨拶がありました。 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

◎ 観光協会関連予算 

◆どんとこい夏祭り負担金補助    2,500 

◆観光協会補助           7,000  

 観光協会関連合計 9,500千円 前年度比1,395千円増 

   となり、商工会関連及び観光協会関連予算の合計は 

30,584 千円で、前年比 1,999 千円の増額となっていま

す。この内、◆印の付いた事業は 26年度補正予算で計上

され、繰越明許費として実質 27年度に実施されるもので

す。 27 年度は、≪わっさむ開村 100 周年記念≫の年

であることから、冠事業として実施するべく補助金額が増

額となっています。 

 

お二人の活躍を御期待します。 

【商工会補助員の異動にあたり ご挨拶】 

北海道商工会連合会が推進している「商工会人事交流

制度」に基づき、本会 山本真悟 補助員が 4 月 1 日付け

をもって美深町商工会に経営指導員として転出されまし

た。山本補助員は平成２３年 4 月 1 日より下川町商工会

から異動され４年間勤務されました。 在任中は皆様より

熱心なご指導、ご鞭撻をいただき誠にありがとうございま

した。新天地での山本新経営指導員の更なるご活躍を心か

らご期待しております。 

後任には幌加内町商工会より 北村利樹 補助員が着任

いたしました。北村補助員は幌加内町出身で、平成１５年

４月に幌加内町商工会に採用され、２０年１２月より補助

員に任用され１２年間にわたり勤務されておりました。北

村補助員は初めての転勤ということで不安の事と思いま

す。皆様におかれましては前任者と同様のご指導、ご鞭撻

をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

『山本真悟補助員より 挨拶』 

この度、３月３１日をもって、美深町商工会へ転勤する

こととなりました。短い期間ではありましたが、商工会に

おける業務をはじめ、和寒町内での活動等を通し様々なこ

とを学ばせていただきました。 

赴任先では、ここで教えていただいた４年間を忘れず

に、もっともっと自分を磨いて、存分に力を発揮して参り

たいと思います。商工会役員をはじめ会員の方々、和寒町

の皆様には大変お世話になりました。 

ありがとうございました。 

『北村利樹補助員より 挨拶』 

幌加内町商工会から人事交流により着任致しました北

村利樹と申します。今月で３６歳になり、子供が３人の

５人家族でございます。 

初めての土地につき、少々不安もありますが一日も早

く商工会の一員として皆様のお役にたてるよう努力して

まいります。前任地の幌加内町では蕎麦 

による町興しが盛んでしたが、和寒町は 

南瓜やキャベツなどの優れた特産品がご 

ざいます。この特産品の魅力を沢山の人 

に PR し、町の活性化に繋げていければ 

と考えております。何分初めての事ばかりで、会員の皆

様方にはご迷惑をお掛けいたしますが、宜しくご指導下

さいますようお願い致します。 

 

【 3 月 の 動 き 】 

3 月 3 日 森づくりフェスタ実行委員会 

４日 27 年度小規模事業要望ヒヤリング  札幌 

５日 道連合会臨時総会          札幌 

管内商工会長懇談会         札幌 

管内青年部正副部長会議       旭川 

 ＬＣ例会 

6 日 テラスミーティング 

9 日 指定外来種の指定に関する道ヒヤリング 

13 日 管内女性部長会議          旭川 

17 日 女性部役員会議 

19 日 上川北部地域人材開発センター理事会 名寄 

 23 日 活活商品券販売事業監査 

24 日 管内職員協議会経営支援研修会    旭川 

融資審査委員会 

観光協会事務局会議 

25 日 経営改善普及事業推進委員会 

     女性部監査     

  ２６日 第８回総務企画委員会 

      第９回商工会理事会 

      山本補助員送別会 

  ３１日 辞令交付 

      評議員会        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


