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平成２7年 12月 1日    第 418号 

    

【 第５回 理事会 開催される 】 
平成 27年度第 5回理事会が 11月 10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 平成 27 年度冬期わっさむ活活商品券販売

事業について 

今年度第 2弾となる、冬期わっさむ活活商品券販売事

業の実施について、「わっさむ活活商品券実行委員会」に

おいて検討・協議した実施要領について承認をいただき

ました。 

◎議案第 2 号 商工会職員所有車両管理規程の制定につ

いて 

 商工会運営上 必要となります商工会職員所有車両管

理規程を制定する事について承認をいただきました。 

◎議案第 3号 商工会母性健康管理規程の制定について 

 男女雇用機会均等法の定めるところにより、本会庶務

規程の規定に基づき、女性の健康の確保を目的とする、

商工会母性健康管理規程を制定する事について承認をい

ただきました。 

◎議案第 4号 商工会モデル旅費規程の取り扱いについて   

 連合会より通知のあった商工会モデル旅費規程の一部 

改正（案）の取り扱いについて、今回は改正を行わない

ことで承認をいただきました。 

◎議案第 5 号 地方自治法に基づく道監査結果による事務

の改善について 

 10月 14日 地方自治法の規定に基づき実施された、

北海道監査委員事務局による平成 28 年度監査の結果、

今後の本会運営上 事務の改善が必要な事項について順

次進めていくことで確認をいただきました。         

◎議案第 6号 平成 28年度事業計画・予算について           

 平成 28 年度事業計画・予算の編成期を控え、国や道、

町等に対して行う各種要望に係る要望書等について、承

認をいただきました。 

 

報告事項１ 第 1３回どんとこい！わっさむ夏まつりの決
算について 

報告事項 2 町内 4団体親睦交流会について   
報告事項 3 フラワーロード・ボランティア活動について 
報告事項 4 会員･家族･従業員親睦スポーツ大会について 
報告事項５ 第３回北のうまいもの市について                                           
報告事項６ 第 27回わっさむ極寒フェスティバルにつ 

いて 
報告事項７ 北海道産業貢献賞、全国商工会連合会長表彰、

町褒賞の受賞について 
報告事項８ アンテナショップ事業 他 について              
報告事項９ 関係する各事業の推進経緯について 
報告事項 10 部会報告について 

◎そ の 他 

・今後の会議等日程（予定）について 

 次回理事会  12月 15 日（火）午後 5時 00分 

 商工会表彰式  １月 23 日（土）午後 6時 00分 

 

小規模事業者の事業の持続的発展を支援 

【本会の経営発達支援計画が認定を受ける！】 

 かねてより国に申請していました、本会策定の経営発達

支援計画が、11月 17日 中小企業庁が発表した第 2回第

1 次審査の結果、道内で 6番目の認定を受けました。 

 この経営発達支援計画は、昨年改正された「小規模事業

者支援法」に基づき、小規模事業者の事業の持続的発展を

支援する体制を整備するため、商工会及び商工会議所が策

定するものです。 

今回の認定を受け、事業者による事業計画の作成及びそ

の着実な実施を支援することや、地域の活性化に繋げる取

組みを促進するなど、今後、支援計画に盛り込まれた事業

目標に沿った各種事業を展開していくことになりますの

で、会員の皆様への計画概要の周知や国が制度化している

補助事業制度の情報提供に取り組んでいきますので、ご協

力をよろしくお願いいたします。 

 

十勝地方の施設見学を中心に 

【工業部会の視察研修が実施されました】 

工業部会の視察研修が 11 月 5日（木）～6日（金）に

15 名の参加のもとに実施されました。 

今回の研修は、帯広市周 

辺を視察研修したもので、 

初日は「帯広食品加工技術 

センター」を視察するとと 

もに、道立帯広美術館も視 

察しました。この日は十勝 

川温泉で視察の疲れを癒し、二日目は「柳月工場」を見学

の後、普段観ることができない「ばんえい十勝バックヤー

ド」を見学することができ、大変興味深いものとなりまし

た。今回参加できなかった皆様は次回にご期待ください。 

 

 

  



 

 

 

 

 

   

好調 冬期わっさむ活活商品券！ 
【販売開始から 7日間で５４％を販売】 

 11月 16日から販売を開始した「冬期わっさむ活活

商品券」は順調に販売を伸ばしており、販売から 7日

目の22日には商品券の販売冊数6,090冊で販売総額

30,450 千円、率にして 54.1%の売り上げを記録し

ました。この結果を昨年の販売事業と比較すると販売

冊数で 2,750 冊、額にして 13,760 千円余りの増と

なるもので、好調なスタートとなりました。 

これから師走を迎え活活商品券の需要も高まることが

予想されますので、会員の皆様には引き続き販売推進

に向けたご協力をよろしくお願いいたします。 

 

今年一年のご愛顧に感謝して！ 
【年末年始連合大売出し始まる】 

今年一年のご愛顧に感謝して、商組及び商業部会の

共催による「2015年末年始 連合大売出し」が始まり

ました。売り出し期間は 1２月 1 日（火）から来年 1

月 11 日（月）までの期間で、期間中お買い上げ金額

200円毎に黄色シール 1枚を進呈し、シール 80枚で

1回の抽選ができる内容です。 

今年の抽選会は景品総額がアップされ、特賞 現金

5,000 円札つかみどりが５本となり、１等  現金

1,000 円札つかみどり 15 本、２等 商品券 10,000

円２０本、３等 商品券 5,000 円 50 本、4 等（空く

じなし）で商品券５００円が当たるという、魅力的な

内容となっております。なお、抽選の日時は 1 月 11

日と 12 日のいずれも午前 10時～午後 4時となって

います。詳細につきましては、売出し参加事業所に配

布いたしましたチラシをご覧ください。 

【浜田会長 北海道産業貢献賞を受賞】 

本会の浜田義昭会長がこの度、平成２7 年度北海道

産業貢献賞（商工鉱業功労者）を受賞されました。 

産業貢献賞は、多年にわたり団 

体の役員として、商工鉱業等の 

組織化の推進と業界の発展に貢 

献した方に贈られるもので、浜 

田会長は平成 6年に理事に就任

後、平成 18年副会長に就任し、平成 23年 7月会長

に就任以降、現在に至っております。浜田会長におか

れましては、今後とも健康に十分留意され、益々のご

活躍をお祈りします。 

【マイナンバー制度 税務講習会の実施】 

 来年 1 月より利用が開始され 

るマイナンバー制度についての 

「税務講習会」が 11月 24日 

商工会において、講師に名寄税 

務署より、総括国税調査官 大野 悟氏をお招きして行わ

れました。講習会ではマイナンバー制度の概要や税務関

係書類へのマイナンバー記載の時期等のお話があり、参

加した会員の皆さんは真剣に聞き入っていました。 

【年末年始の商工会業務】 

未年から申年へ･･。今年も残すところ 1 月となりまし

たが、皆様にとってはどんな 1年だったでしょうか？    

本会にとっては、今年度総会において浜田会長の再任

が決定し、実質 2 期目の浜田丸が船出しました。また、

経営発達支援計画の認定を受けることができ、船出に相

応しい結果となりました。これを契機に、一層の情報の

提供に努め、会員事業所の発展に貢献したいと考えてお

りますので、会員各位のご支援をお願い申し上げます。 

★ 皆さま 良いお年をお迎えください ～ 役職員一同 ★ 

商工会の年末年始の業務は、12月 30日（水）仕事納

め、1月 6日（水）仕事初めとなっております。 

（緊急時の連絡は 090-6871-8268安孫子まで） 

 
《 11 月の動き 》 

11 月 2日 商品券販売事業説明会 

      テラスミーティング    朝日 

   3日 和寒町表彰式   

４日 融資委員会 

   マル経融資推進団体連絡協議会 旭川 

5日 どんとこい夏まつり監査 

   観光協会役員会 

   工業部会視察研修～６日迄    帯広 他 

   LC第 1例会 

   6日 ご用聞き隊 

７日 上川北部ブロック職員研修会  幌加内    

9日 法人会女性部全道大会前日準備 名寄 

１０日 総務企画委員会 

    第５回理事会 

    会費等調査特別委員会 

１1日 青年部員会議 

１2日 上川職員協研修会～１３日迄  上富良野   

１3日 体育協会表彰式 

１６日 冬期活活商品券販売開始    

 商工会全国大会･管内会長道外研修 欠席 

20日 広域連携職員資質向上研修会   朝日 

23日 勤労感謝祭     

    2４日 マイナンバー説明会 

   2５日 女性部中央研修会        札幌 

      青年部北部ブロック協議会    風連 

    空知管内職員協議会視察対応 

27日 26年度上期監事監査 

2８日 青年部視察研修～2９日迄    余市 他     

  2９日 女性部役員会 

    30日 士別地区暴追協事務局会議     士別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


