
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年 １月 １日    第 419 号 

新 年 の ご あ い さ つ 

【今年が素晴らしい年でありますように！】 

 新年あけましておめでとうございます。 

会員事業所並びに会員、ご家族の皆さまにはご健勝で輝

かしい平成 28 年の新春をお迎えのことと心からお慶び申

し上げますとともに、平素から本会の事業運営に対する温

かいご理解とご協力に感謝申し上げます。 

さて、昨年を顧みますと、3 年前に始まったアベノミク

スを背景に、大企業に過去最高水準の収益をもたらしまし

たが、所得雇用環境に著しい伸びは見られず、依然として

厳しい消費環境が続いております。一方、人口減少や東京

一極集中といった問題が顕著化する中、地方の活力を高め

るよう国が進めている「地方創生」の取組みが具体化され

れば、雇用の創出や担い手の確保に繋がるものと期待をし

ているところであります。このような中、昨年成立した≪

小規模企業振興基本法≫や≪改正 小規模支援法≫は、地域

の雇用を守る小規模事業所をこれまで以上に支援するとす

るもので、商工会による「伴走型の支援」や「経営の発達

支援」が盛り込まれたところであり、商工会に期待される

役割、求められる役割がますます大きくなっております。

幸いに本会策定の「経営発達支援計画（実施期間 H27 年

度～H31年度）」が国の認可を受けることができましたの

で、早速この 1月より伴走型小規模事業者支援推進事業に

取組むことといたしました。このように、地域唯一の経済

団体として、商工会が果たすべき役割に大きな期待がかか

る中、本会としてはこれまで同様に巡回訪問・指導を行い、

会員をはじめ地元小規模事業者が事業の継続・成長・発展

を図ることができるよう支援を充実させるとともに、著し

く変動する社会情勢をふまえつつ、本町のまちづくりを担

う「産学官」の一員として、地域振興事業に積極的に取り

組み、地域経済の活性化に向け一層の研鑽を高め、その役

割を果たしていく覚悟であります。  

 

消費の減少や会員の減少等 商工会を取り巻く環境は

依然として厳しい状況にありますが、新たな年を迎えて、

会員相互が知恵を出し合い、一層の協力と結束の元に本

会はもとより、会員各位にとりまして発展・飛躍の年と

なります様ご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。 

和寒町商工会 会長 浜田義昭 

・副会長 藤村光司 眞鍋修詩 

・理 事 藤田房雄 渡邊裕治 合田菊夫 西田陽司 

酒向勤 今田弘二 五十嵐英次 水口光春 

白圡真太郎 窪田珠子  

・監 事 上口静男 坂本広志 

 

【 第６回 理事会 開催される 】 

平成 27 年度第６回理事会が昨年 12 月 22 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 商工会定款の一部改正について  

定款第１０条第４項に定める本商工会の会員となるた

めの条件を、現行の「加入に際し加入金及び会費の納入

を条件とする」規定を、「加入に際し加入金及び会費の納

入を条件としない」規定に改めるため、定款の一部を改

正することについて承認をいただきました。 

◎議案第２号 職員自家用自動車借上使用規程の一部改正

について          

 規程第 4 条第 1 号（自家用車の許可基準）に規定する

任意自動車保険の契約額をモデル規程に準じて改めるこ

とについて承認をいただきました。 

◎議案第３号 育児休業等及び介護休業等に関する規程の

制定について       

職員の育児休業等及び介護休業等に関し必要な事項を

定めるため、商工会育児休業等及び介護休業等に関する

規程を制定することについて承認をいただきました。 

◎議案第４号 会費等調査特別委員会の協議について   

 ７月15日に設置した会費等調査特別委員会において、

これまで３回にわたり会費区分の現状等について調査・

検討した結果を別紙会費区分の見直し（案）について承

認をいただきました。 

◎議案第５号 経営発達支援計画の認可に伴う伴走型小規

模事業者支援推進事業の実施について    

 11 月に認可を受けた本会経営発達支援計画に基づく

地域経済活性化に資する取り組みとして、「やる気アップ 

創業塾」等の経費を盛込んだ伴走型小規模事業者支援推

進事業を実施することについて承認をいただきました。 
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◎議案第６号 平成 27年度商工会表彰式について 

平成 27 年度表彰式における被表彰者について、総務企

画委員会・労務福祉厚生委員会から推薦のあった候補者に

ついて全会一致で承認をいただきました。表彰式は 28 年

1月 23日（土）午後 6時から産業会館において本会表彰

と連合会表彰が執り行われます。 

受賞される皆様は次の方々です。(敬称略) 

・和寒町商工会功労表彰 佐藤 武雄､佐藤 忠昭､渡部 俊夫 

・優良従業員表彰 

 北海道商工会連合会長表彰 岩城 雅和 （近藤組） 

 上川管内商工連会長表彰  影沼澤 信(酒向自動車工業) 

 和寒町商工会長表彰    佐藤 博則 (和寒農機) 

              萬城目 巧 (和寒農機) 

・役員表彰 全国商工会連合会長表彰 酒向 勤 理事 

◎議案第７号 和寒町電算機共同利用組合解散に伴う受託

契約の解除について           

本会と業務受託契約を締結している和寒町電算機共同利

用組合が今年度をもって解散することから、新年度より受

託契約を結ばないことについて承認をいただきました。 

◎議案第８号 平成 27年度収支更生予算（案）について 

上期の執行状況と下期の決算見込みにより更生した平成

27年度収支予算について承認をいただきました。 

◎議案第９号 平成 28年度収支予算（案）について             

平成２8 年度新規事業等を勘案し調整した、平成 28 年

度収支予算（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。 

◎議案第 10 号 商工会庶務規程の一部改正について 

◎議案第 11 号 個人情報保護規程の一部改正（案）について 

◎議案第 15 号 労働保険事務組合規約の一部改正について        

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律」（番号法）の成立と「個人情報保護

法」の改正を受けて、関係する庶務規程及び個人情報保護

規程、労働保険事務組合規約の規定を一部改めることにつ

いて承認をいただきました。            

◎議案第 12 号 特定個人情報保護規程の制定について 

◎議案第 13 号個人情報保護に関する基本姿勢の制定について   

◎議案第 14 号 商工会特定個人情報の適正な取扱いに関する 

基本方針の制定について         

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律」（番号法）の成立と「個人情報保護法」

の改正を受けて、個人情報保護規程及び個人情報保護に関

する基本姿勢、特定個人情報の適正な取扱いに関する基本

方針を制定することについて承認をいただきました。 

 

・報告事項 1 平成 28年度要望書の提出について 

・報告事項 2 地方自治法に基づく道監査報告について 

・報告事項 3 冬期活活商品券販売事業の販売状況について 

・報告事項４ 第 27回極寒フェスティバルについて 

・報告事項５ 関係する各事業の推進経緯について 

・報告事項６ 各部会報告について 

 

わっさむ開村 100周年記念 元祖 越冬キャベツの里 ！ 

【第 27 回 極寒フェスティバルについて】 

本町の冬の一大イベント「わっさむ極寒フェスティバ

ル」が 2月 7日（日）に開催されます。今回は記念事業

の一環として位置付けされ、越冬キャベツを利用したゲー

ムや料理を始め、何時も好評のイベントの他、新たに「決

定！極寒カラオケ王」と題したカラオケ大会や「千切り越

冬キャベツ早喰い競争」「アイス ガリガリくん早喰い競

争」を実施します。皆様におかれましては開催に向けたご

協力よろしくお願いいたします。 

≪極寒の一日を皆さんで楽しみましょう！！≫ 

《 １２月の動き 》 

１２月 2日 極寒フェスティバル関係団体代表者会議 

  むらおこし総合活性化事業中間検査 

３日 テラスミーティング      朝日 

青年部員会議    

４日 商組事業委員会 

５日 和寒町文化団体連絡協議会表彰式          

東山スキー場安全祈願祭 

７日 ヘルスケア先進地視察研修   東川 

８日 商組監査 

９日 三役事業所訪問        士別 他 

10日 労務福祉厚生委員会 

11日 融資審査会、ものづくり支援事業検査 

商業部会幹事会 

15日 平成２８年度要望書 町及び町議会提出 

第 3回総務企画委員会 

第 6回理事会  

        浜田会長北海道産業貢献賞受賞祝賀会  

   17日 名寄法人会理事会       名寄 

   18日 商工会女性部三役会議 

22日 第 6回観光協会役員会 

第 27回極寒フェスティバル実行委員会 

28日  商店街活性化委員会 

    街づくり委員会 

歳末における地域安全運動 

    30日  仕事納め 

※ 仕事始めは 1月 6日（水）からです。 

 

 

 

 

 

 


