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平成２７年 9 月 1 日    第 4１５号 

    

【 第４回 理事会 開催される 】 

平成 27 年度第４回理事会が８月 18 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 産業会館内部改修工事及び玄関手す

り設置工事の完成に伴う本会負担金について 

 5 月に着手した産業会館内部改修工事及び玄関手す

り設置工事が 7月 24日完成しましたので、本会負担

分 561,827 円を納期限（8 月 31日）までに支払う

ことについて承認をいただきました。 

◎議案第 2号 平成 27年度収支更生予算（案） 

（第 2回）について 

むらおこし総合活性化事業の確定及び小規模事業指

導推進費の変更承認申請により、道補助金当初予算額

15,650千円が 1,950千円増額し 17,600千円とな

りましたので今後の見込を反映した更生予算案（第 2

回）について承認をいただきました。     

◎議案第 3号 和寒町商工会街づくり委員会の設置 

について 

 「経営発達支援計画」の進行管理及び「空き地・空

き店舗活用方法計画」の策定を効果的、効率的に推進

するための組織として「街づくり委員会」を設置する

ことについて承認をいただきました。 

◎議案第4号 平成27年度和寒町褒賞対象者の推薦 

についてについて  

8 月 12 日に開催された労務福祉厚生委員会におい

て、平成 27 年度優良商工従業者として推薦の決定が

ありましたので、本会として推薦することについて承

認をいただきました。  

・褒賞対象者 佐々木 正 氏 

・勤務先 株式会社 近藤組 

 

 

 

◎議案第 5号 平成 27年度 知事表彰の推薦について      

 平成 27 年度の各種知事表彰について、道及び町より

それぞれ被表彰候補者の推薦依頼がありましたので、推

薦候補者について確認をいただきました。 

◎議案第 6号 北海道森づくりフェスタ 2015植樹祭 inわ

っさむ及び第 3回北のうまいもの市の開催について 

 ふれあいのもりを会場に 10 月 4 日（日）開催される、

森づくりフェスタ 2015 及び北のうまいもの市につい

て、実施概要がまとまりましたのでその内容について確

認をいただきました。 

◎議案第７号 名寄商工会議所のアンテナショップ設置

事業について   

 名寄商工会議所が事業主体で実施している「アンテナ

ショップ設置事業」（アンテナショップによる地域産品

等の販路開拓支援事業）は、上川北部 9 市町村の観光 PR

による交流人口の拡大と圏域の特産品・農産物の販路拡

大を目的に東京都中野区にアンテナショップを設置する

として、現在名寄市近郊の商工会などで構成する「運営

委員会」を中心に事業展開されており、広域による連携

協力を視野に事業への参画が求められることから、今後

の対応について協議をいただきました。  

・報告事項 1 北海道監査委員の検査について 

・報告事項 2 各委員会の開催結果について 

・報告事項 3 広域連携役職員交流会の結果について 

・報告事項４ 第 13回どんとこい！わっさむ夏まつりの

結果について 

・報告事項５ 和寒神社例大祭御神幸式駐輿祭玉串奉奠に

ついて 

・報告事項６ 町内 4 団体親睦交流会の開催について 

・報告事項７  経営発達計画について 

・報告事項８  関係する各事業の推進経緯について 

・報告事項９  部会報告について 

見事優勝！ 団体・個人独占！ 

【4 商工会広域連携協議会役職員交流会の開催】 

4 商工会連携協議会が毎年実施している標記 PG交流

会が８月 4日（火）幌加内町開基 100年記念公園パー

クゴルフ場で開催されました。 

本会は浜田会長ら 6名が参加、4商工会で 28 人が参 

加して行われた大会は、27 ホールストロークプレーで、

チームの上位 3名のスコアの合計で競われました。 

 その結果、本会は見事に団体戦を制し、個人の部でも

坂本監事が優勝、浜田会長がホールインワンを記録し 4 

 

 



 

 

 

 

 

   

位と健闘されました。 

 競技終了後は、バーベキューを囲み交流を深めていま

した。参加された皆さん大変ご苦労様でした。 

豪 雨 を吹 飛ば せ ！  

【恒例 町民盆踊り大会 盛会に終了】 

恒例の「町民盆踊り大会」 

が 8 月 16（金）午後 6時か 

ら「大通りふれあい駐車場付 

近」を会場として、商組及び 

商工会商業部会の主催により 

開催されました。午後から「バケツをひっくり返したよ

うな雨」となり開催が危ぶまれましたが、皆さんの願い

が通じ無事予定通り行われ、今年は子供盆踊を含め約

205 名の参加があり、その内、仮装盆踊では団体 5 チ

－ム･70 名、個人 10 名の参加者がありました。その

結果、団体の部で仲町シルバーホープチームが見事優勝

し連覇を飾り、準優勝は三笠山大学チ－ムとなりまし

た。ご協力いただきました商組組合員の皆様、商業部会

の皆様、そして会員の皆様に厚く御礼申し上げます。 

27年度夏期 わっさむ活活商品券 

【9 月 30 日の使用期限 間近に迫る】 

 平成27年度夏期 わっさむ活活商品券の使用期限の9 

月 30 日（水曜日）が間近となってきました。町民の皆 

様には新聞折り込みチラシと町の防災無線で使用期限の 

注意を呼び掛けますが、会員の皆様におかれましても、 

お客様に対し商品券の利用について、「一言」声をかけて 

いただくようお願いいたします。 

名寄税務署よりお知らせ 

【マイナンバー制度が導入されます】 

 いよいよマイナンバー制度がはじまります。マイナン

バー（個人番号）は、社会保障・税・災害対策の 3 分

野で利用されますが、民間事業者もマイナンバーを取り

扱うことになるため、対策が必要です。 

◎ マイナンバー制度とは 

 マイナンバー制度は、国民にとって利便性の高い公

平・公正な社会を実現することを目的としており、平成

27 年 10月から、マイナンバー・法人番号が通知され、

平成 28年 1月から順次利用が開始されます。 

◎ マイナンバー・法人番号とは 

 マイナンバーは、12桁の番号で、住民票を有する国

民全員に 1人に 1 つ指定され、町から通知されます。 

利用範囲は、社会保障、税及び災害対策の分野に限

定されます。法人には 13 桁の 1法人 1 つの法人番

号が指定され、国税庁から登記上の所在地に通知され

ます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。

また、マイナンバーとは異なり法人番号は自由に利用

できます。(詳しくは国税庁ホームページをご覧くだ

さい。) 

《 8 月の動き 》 

 1 日 FRV作業 

 3 日 パンプキンフェスティバル実行委員会 

 4 日 4 商工会広域連携役職員交流会   幌加内 

 5 日 中小機構全国支援ネットマネージャー取材 

 6 日 ミラサポ派遣事業、女性部三役会議  

 7 日 商工会連合会道北支所道監指導 

１１日 テラスミーティング 

商工会連合会道北支所道監指導 

１２日 労務福祉厚生委員会 

１６日 盆踊り大会、士別地区暴追協広報啓発活動 

１８日 総務企画委員会、会費等調査特別委員会 

第４回理事会  

１９日 農想塾公開デー 

２１日 ご用聞き隊検討会議  

２５日  和寒神社例大祭 例大祭御神輿参拝 

２６日  商組中元大売出し抽選会（27 日まで） 

２７日 4団体親睦交流会 

２８日 商工会連合会道北支所道監指導 

商業部会幹事会  

３０日 FRV 作業日 

３１日 女性部餅つき  

森づくりフェスタ 2015植樹祭 inわっさむ 

【お食事・特産品販売の出店者を募集】 

10 月 4日（日）ふれあいのもりで行われる森づくり

フェスタ植樹祭で食事や特産品を販売する出店者を

募集しています。出店を希望される方は本会事務局ま

でお問い合わせください。（締切り 9月 3日まで） 

【会員・家族、従業員親睦ｽﾎﾟｰﾂ大会の開催】 

標記スポ－ツ大会が 9 月 20 日（日）開催されます。

別途、参加申し込みのご案内がありますので、多くの

皆様の参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 


