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平成 29 年 ６月 １日    第 436 号 

【平成 29 年度 通常総会終了】 

平成 29年度和寒町商工会通常総会が 5月 

18 日（木）午後４時から産業会館で開催されました。 

当日は本人出席 45 名、委任状出席 47 名で、合計

92 名（出席率 71.3％）の出席をいただきました。 

総会は藤村光司副 

会長の司会進行により 

進められ、開会宣言の 

後、この１年間の会 

員・家族の物故者に対 

して黙禱を捧げ総会に

入りました。冒頭、浜田義昭会長の挨拶に引き続き、ご

来賓の奥山町長、塚崎町議会議長のお二人からご祝辞を

いただきました。その後、出席をいただいたご来賓の皆

様をご紹介し、渡邊裕治総務企画委員長から祝文の披露

があり議長の選出に入りました。 

本年度は商業部会から谷口勝 

弘氏が選出され早速議事に入り 

ました。今総会に上程された議 

案は、第１号議案から第 5 号議 

案までの 5件で、いずれも原案の通り承認をいただきま

した。議案審議終了後、その他 に入り 3 名の会員より 

発言があり、町で計画している高齢者単身向公営住宅建

設事業について質疑が行われました。 

都合で欠席の会員事業所の皆様には、事前にお届けい

たしました「総会議案書」をご覧いただき、今後とも本

会運営に特段のご協力をお願いいたします。 

【通常総会・浜田会長挨拶 要旨】 

会員の皆様にはご多用の中、ご出席をいただき衷心より厚

くお礼を申し上げます。また、ご来賓の皆様には公務ご多 

忙のなかご臨席を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、我が国の経済は国の経済政策アベノミクスの効果に

より雇用や所得環境が改善する等、確実にその成果が生ま 

れているものの、今だ道半ばにあると総括されおり、アベ

ノミクスの波及効果に乏しい地方にあって、国が決定した

未来への投資を実現する経済対策の施策をとおして、景気

の回復が図られるよう、期待をするところであります。 

本会の昨年度事業は、皆様の積極的な事業参加とご協力

をいただき、ほぼ計画どおり終了出来ました事に、感謝と

お礼を申しあげます。特に経営発達支援計画に基づき実施

している「伴走型小規模事業者支援推進事業」は、首都圏

での展示商談会参加やプレ創業塾、創業塾等を行い、会員

事業所の持続的発展を目途に実施しました。また、「和寒

町商工会振興調査事業」では、超高齢社会における「必要

とされる」「期待される」商店・商店街を構築するため、

お買物に関わる町民アンケート調査など各種調査に取組

み、計画期間を平成 29 年度から 5 年とする商店街活性化

の指針「商店街活性化将来構想」を策定しました。 

今年度は、地域唯一の経済団体として、本会に求められ

る役割と使命を果たしていきますので、皆様のご理解とご

支援をお願い申し上げる次第であります。個別には、「伴

走型小規模事業者支援推進事業」は、創業・第二創業や販

路開拓支援等により、意欲ある取組みの支援に努めてまい

ります。また、「商店街活性化将来構想」に基づく事業で

は、「“楽しくお買物”楽・楽タクシー」の試験運行を実施

し、街中待合所の店や認知症サポーターの店を配置した安

全・安心の商店・商店街を目指します。 

厳しさを増す経済環境にあって、本会が置かれた経済環

境を十分に認識し、本来の業務に加え様々な分野にも積極

的に取組み、役職員一丸となり本町商工業の発展に邁進い

たしますので、引続きご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げ、皆様には一層のご指導・ご支援を賜りますよ

う心からお願い申し上げご挨拶といたします。 

【 第 2 回 理事会 開催される 】 

平成 29年度第 2回理事会が 5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 平成 29年度収支予算（案）について        

平成 29年度収支予算（案）について、28 年度の職

員退職に伴う退職金等の予算計上が必要な事から、当初

予算に計上することについて確認をいただきました。 

◎議案第 2号 会員の脱退について       

 元木種苗園 元木 みゆき 様 

元木様は、販売の低下により平成 29年 3 月 31日を

もって脱会となりました。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。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 1 通常総会役割分担について                 

報告事項 2 29 年度活活商品券販売事業要望書の提出について  

報告事項 3 第 32 回三笠山夜桜まつりの開催について  

報告事項 4 行政機関各委員会委員の推薦について 

  ①交通安全協会役員：上口静男幹事を推薦 

  ②国民健康保険運営協議会委員：渡邊裕治理事を推薦 

  ③着地型観光推進協議会委員：川西健吾理事を推薦 

  ④公民館運営審議会委員兼社会教育委員：川西健吾理事を推薦          

報告事項５ クールビズの実施について             

報告事項６ 関係する各事業の推進状況 

報告事項 7 各部会報告について 

【第 32 回 三笠山夜桜まつり開催】 

５月 12日開催された第 32 回「わっさむ三笠山夜桜まつり」

は、桜咲く絶好の日和のもと、町内外から多くのご来場をいた

だき盛会裏に終了いたしました。 

午後 6時から地元バンド｢根繋ぎ｣

の皆さんによるライブで盛上った会

場は、花火を合図に開会式が執り行

われ、夜桜まつり実行委員会委員長

である渡邊裕治観光協会会長の挨拶 

に引き続き鏡開きが行われると、鮮やかな桜色のイルミネーシ

ョン３,500 球が点灯され、華やかさを増した会場ではジンギス

カンに舌鼓を打ち、飛び入りカ 

ラオケ大会を楽しみ、ステージ 

ショーの最後を札幌を拠点に活 

躍中の JUN さんに飾っていた 

だきました。祭りの締めくくり 

はお楽しみ抽選会が行われ大い 

に盛り上がりました。ご協力いただきました、多くの皆様の献

身的なご協力に感謝とお礼を申し上げます。    

【フラワーロードの植込み作業について】 

今年で 14 年目を迎えるフラワーロードボランティアクラブ

の役員会が過日行われ、女性部と共同作業となる今年の花苗の

植込み・設置作業を 6 月 10 日（土）朝 7時から実施すること

になりました。会員の皆様には、ご協力をお願いいたします。 

【札幌国税局より～税務職員募集のお知らせ】 

札幌国税局では税のスペシャリストとして活躍する税務職員

を募集しています。今年度の採用試験の概要は次のとおりです。 

・受験資格 高卒見込の者及び高卒後 3年を経過していない者 

・申込受付期間 インターネット：6 月 19日～6 月 28日 

        郵送又は持参 ：6 月 19日～6 月 21日 

・第 1次試験（基礎能力試験 他） 9月 3 日 

・第 1次試験合格発表日 10 月 5 日 

・第 2次試験（人物試験 他）10月 11日～20日 

【お問合先 札幌国税局人事担当 ☎011-231-5011】 

【クールビズ実施のお知らせ】 

例年取り組んでいます、夏季の服装の軽装化『クー

ルビズ』を今年も下記により取組みますので、ご理解

とご協力をお願いいたします。 

・実施期間：6月 1 日～9 月 30日 

・実施概要：軽装による勤務、会議の出席等です。 

【5  月  の  動  き】 

5 月 1日 女性部三役会議  

5 月 2日 融資審査委員会 

5 月 8日 管内商工会連合会会長会議  旭川 

      平成 29年度商業部会総会 

5 月 9日 暴追協事務局会議      士別 

10 日 女性部役員会 

    人材開発センター理事会   名寄 

11 日 夜桜まつり会場ぼんぼり設営  

12 日 夜桜まつり会場設営 

第 32 回三笠山夜桜祭り         

15 日 活活商品券実行委員会 

夜桜まつり会場ぼんぼり撤去   

16 日 商組監査 

17 日 持続化補助金セミナー、個別相談会 

18 日 第 2回理事会 

      平成 29年度商工会通常総会 

19 日 上川管内商工会連合会総会   旭川 

22 日 町補助金制度説明会 

      青色申告会総会 

23 日 活活商品券販売事業要望書提出 

24 日 士別地区暴追協役員会･総会   士別 

25 日 北海道商工会連合会総会    札幌 

     士別地区通年雇用促進協議会総会 士別  

FRV役員会 

26 日 ふるさと交流委員会事務局会議  

  27日 管内商工会職員協研修会･総会 旭川 

29 日 平成 29 年度商組総会  

      青年部会議 

      共済事業事務担当者会議    旭川 

5 月 30日 広域連携協議会幹事会     剣淵 

地域人材開発センター総会    名寄 

全日本玉入れ協会総会 

 

 

 

 

 
 

 


