
 

  

令和 ２年 ２月 １日    第 468 号 

【 第９回 理事会 開催される 】 

令和元年度第９回理事会が 1 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 令和元年度商工会表彰式について 

元年度表彰式における式次第等について、提案のとお

り承認をいただきました。 

◎議案第 2号 伴走型小規模事業者支援推進事業の実施につ

いて 

  第 3 回理事会において承認された、伴走型小規模事業

者支援推進事業の実施計画に基づく事業実施について、提

案のとおり承認をいただきました。 

◎議案第１号 会員の加入について 

次の事業者より加入の申し出があり、２月１日付での加

入が承認されました。 

・事業所名 

(株)北海道映画舎 代表取締役 牧  義 寛 様 

【字福原：山のカフェKAKURE（覚礼）】 

･報告事項 1  わっさむ活活商品券販売事業販売実績につい

て 

･報告事項２  31 回わっさむ極寒フェスティバルについて      

･報告事項３ 関係する各事業の推進経緯について 

･報告事項４ 各部会の報告 

 

長年のご功績を讃えて 

【元年度商工会表彰式 挙行される】 

 令和元年度の商工会功労者・優良従業員表彰式が 18 

日（土）産業会館で執り行われました。 

今年度の被表彰者は、長年にわたり本

会の発展と商工業の振興にご貢献さ

れた功労者表彰が 2 名、長年同一事

業所に勤務される成績優秀な従業員

に贈られる優良従業員表彰が９名、全 

 

国連の職員表彰が１名の１2 名で、式の冒頭 浜田会長より

式辞が述べられた後、表彰に移り栄えある表彰状が贈呈・

伝達されました。贈呈後、ご来賓 

を代表して奥山町長並びに佐々木 

町議会議長よりご祝辞をいただき、 

その後、受賞者を代表して村田由 

美子様から謝辞が述べられました。 

表彰式終了後は、受賞者を囲み和やかななか祝賀会が行

われました。  

受賞者は次の方々です。（敬称略） 

・和寒町商工会功労表彰  

㈲かなめ興業   竹内  要 

㈲日進ボデー工業 竹内 善信 

・優良従業員表彰 

全国商工会連合会長表影   半澤  登  (株)北日本床土 

上川管内商工会連合会長表彰 井下 美香 ㈱いまだ 

     同        村田由美子 ㈲和寒自動車工業 

          同        瓜 寿美恵 おや里かん㈲ 

和寒町商工会長表彰(10年)  瓜 寿美恵 おや里かん㈲  

     同        鈴木健一郎  同 

     同        大瀬 隆幸   同 

     同                松崎香代子  同 

     同        久保 嘉孝   同 

和寒町商工会長表彰(５年)   大内 涼平 ㈱丸〆商会 

 

小規模事業者持続化補助金 （元年度補正予算） 
【あなたの販路開拓・事業承継を支援します！】 

 国の元年度補正予算（案）が決定され、小規模事業者支

援として小規模事業者持続化補助金の増額が盛り込まれま

した。この補助金は、小規模事業者と商工会が一体となっ

て経営計画を作成し、販路開拓や業務効率化、生産性向上

に向けた取組を支援するもので、大変利用しやすい補助金

となっております。申請事務は予算成立後となりますが、

申請を希望される方は下記の補助内容を参考にされ、商工

会までご相談ください。 

・補助率：2/3  

・補助上限額：50万円  

：100万円（賃上げ､海外展開､買物弱者対策等）  

：500万円（事業承継を見据えた共同事業等） 

・補助対象経費：機械装置等費､広報費､外注費､資材購入費､ 

        展示会等出展費､委託費､借料 他 

 なお、本年度の本会実績は、会員から１件の申請があり

補助金交付申請額は 694,400 円となっており、その事業

内容は「インバウンド向け英語表記で新規顧客開拓・利益

向上事業」です。 

・これまでの本会の実施例 

①顧客満足度ＵＰ！ドローン導入による豊富な撮影方法で販 

 

 

路拡大（ドローン導入、ホームページ作成） 

②工場ＬＥＤ照明で作業能率ＵＰと早期納車で販路拡大と売上

ＵＰ（LED 照明導入、ホームページ作成） 

③ストリートビュー導入による店舗内丸見え化で販路拡大事業

（ストリートビュー導入、ホームページ作成） 

その他利用例：高齢者向け内装リフォーム事業の展開 

：買い物弱者への農産物･加工品の移動販売 

          ：自動ドア設置による高齢者等の集客アップ 

 

 

【青年部主催 町民大新年会大盛況！】 

新春恒例の、青年部主催の「和寒町民大新年会」が、1月

26 日（日）午後 6時から開催されました。   

会場の「恵み野ホール」には 

開場前から大勢の方が押し寄せ、 

川西 健吾部長の挨拶で始まった 

新年会は、ご来賓による鏡開き 

で一気に盛り上がり、詰めかけた 

約 200 人のお客様は、生ビールや焼酎等で喉を潤しながら

ステージで繰り広げられた「ワンチームで当てよう！笑わな   

い男」と「旭川のアルナカの阿部

純也氏による迫力あるマジック」

に大きな声援を送り、恒例となっ

たコップ抽選会や大抽選会に一喜

一憂し、最後に餅まきを楽し 

みました。青年部の皆さん大変ご苦労様でした。 

わっさむ活活商品券販売事業 

【2 月 29 日 が商品券の使用期限です！】 

今年度の活活商品券の使用期限があと１ヵ月に迫ってきま

した。 

1 月 30日現在の回収済み商品券は 183,792 枚（うち消

費税対策 20,124枚）で回収率は 87.7％となっています。

今後、回収率 100％を目指し､期間中のご使用を呼び掛けて

行きますので、会員事業所におかれましても、お客さまへの

呼びかけにご協力いただきますようお願いいたします。 

活活商品券の使用期間は 2 月 29日(土)をもって終了しま

すので、回収した商品券は忘れずに請求されますようご協力

をお願いいたします。 

なお、2 月の最終請求日は 26 日（水）となっており、支

払いは 28 日（金）です。また、請求の最終回は、 

3 月 4 日（水）までとなっておりますので請求漏れがない

ようご留意願います。 

 

 

【 1 月 の 動 き 】 

 1 月 ６日 事務所仕事始め、辞令交付        

 町新年交礼会 

       建和会新年交礼会 

８日 消防出初式 

９日 女性部三役会議 

１２日  和寒町成人式 

    女性部新年会 

１３日 大売出し抽選会（～１４日） 

１４日 融資相談日 

   １６日 商業部会幹事会 

   １８日 第 10回理事会  

     令和元年度商工会功労者・優良従業員 

表彰式・祝賀会         

２０日 女性部もちつき 

   ２１日 極寒フェスティバル実行委員会 

   ２２日 青年部員会議 

２３日 管内商工会連合会会長会議   旭川 

会長・事務局長会議      旭川 

連合会新年交礼会       旭川 

   ２４日 管内女性部長会議       旭川 

 管内青年部正副部長会議    旭川 

 ２６日 和寒町民大新年会 

２７日 小規模事業補助金変更事前指導 旭川 

２９日 経営指導員研修会       名寄 

   ３０日 青年部北部ブロック協議会   剣淵 

元祖 越冬キャベツの里 ！ 

【第 31 回 わっさむ極寒フェスティバル開催】 

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 2 

日(日）三笠山ふれあいのもりを 

会場に開催されます。 

皆様お誘い合わせの上、来場 

くださいますよう、ご案内申し 

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【元年確定申告の受付けについて】 
現在、令和元年確定申告の相談受付をしておりま

す。所得税・贈与税・消費税並びに地方消費税の申

告期限及び納期限は 3 月 16 日(月)までですので、

お早目に商工会に相談下さい。 


