
 

  

令和２年 12月 １日    第 478 号 

【 第５回 理事会 開催される 】 

令和２年度第５回理事会が 11月 19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 会員の脱会について 

(有)共成林産 代表取締役 北島源二 様 

 この度、事業所の町外移転により退会の届け出があり、令

和３年３月 31日をもって脱会となります。 

これまで本会の振興発展にご尽力をいただきました事に

心より感謝申し上げます。             

◎議案第２号 令和３年度事業要望書について               

令和３年度事業計画・事業予算の編成期を迎え、町及び町

議会に対して行う「商工会に対する令和３年度予算について

の要望書」について承認をいただきました。 

◎議案第３号 伴走型小規模事業者支援推進事業について   

第 3 回理事会において承認された、伴走型小規模事業者

支援推進事業の事業計画に基づく当面の事業実施ついて承

認をいただきました。 

◎議案第４号 和寒町商工会設立 60 周年記念式典及び和

寒町商工会功労表彰・優良従業員表彰式につ

いて 

今年 11 月で本商工会が設立から 60 年の節目を迎えた

ことから、60周年記念式典及び功労・優良従業員表彰式の

日程・内容（別掲）などについて、承認をいただきました。 

･報告事項 1 令和３年度職員（補助員）の新規採用につい 

て  

･報告事項 2 町表彰式 褒賞の受賞について               

･報告事項 3 新型コロナ対策お買い物クーポン発行事業実

績について 

･報告事項４ 新型コロナ対策和寒元気！プレミアム応援券

販売状況について 
  
       

 

 

 
 

･報告事項５ 会員代表者の変更について 

提 出 日 事業所名称 変更前氏名 変更後氏名 

11 月 2 日 信菱興業(株) 
代表取締役 

岡   悟 

代表取締役 

本多 純芳 

･報告事項６ 関係する各事業の推進経緯について 

･報告事項７ 部会報告について                                        

〇その他   今後の日程について 

･令和２年度上期監査 11月 26日（木）午後 3時 

･第６回理事会    12月 16日（水）午後 5時   

  

 

 
和寒町商工会設立 60 周年記念式典 

和寒町商工会功労表彰・優良従業員表彰式 
 

和寒町商工会が昭和 35年 11月 18日に設立されてか

ら今年で 60年の節目の年を迎えました。11月 19日開

催の第 5回理事会で式典等の挙行が下記のとおり決定さ

れました。 

記 

１．日時  令和３年１月 24日（日）午前 10時 

２．会場  和寒町公民館恵みのホール 

３．その他 式典等につきましては、新型コロナウイルス

感染症の拡大により、感染防止の観点から来賓・出席者

の人数を大幅に減らし、祝賀会も中止したなかで挙行す

ることとしましたので、会員の皆様のご理解をお願いい

たします。 

 

〇和寒町商工会の設立までの歴史 

 ・昭和２年３月１日  

125 名の会員により任意の和寒商工会を設立 

 ・昭和 18年６月１日 

   和寒商業統制組合に組織替えとなり、戦時下の変革

を経て、昭和 25年に至る 

 ・昭和 25年８月 12日 

   任意の和寒商工会として再発足。会員 84名 

 ・昭和 35年６月 9日 

   「商工会の組織等に関する法律」が制定 

・昭和 35 年 10月 9日 

和寒町商工会設立総会を開催 

・昭和 35 年 10月 31日 

北海道知事が設立認可 

・昭和 35 年 11月 18日 

和寒町商工会として法人登記され発足 

設立時会員数 172名 

 

 

 

 

【コロナをぶっ飛ばせ年末年始 

連合大売出し】 

今年一年のご愛顧に感謝して、商業振興協同組合（主管）

による「コロナをぶっ飛ばせ年末年始大売出し」が始まりま

す。売り出し期間は 1２月７日（月）から来年１月 10 日（日）

までの 35日間で、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。抽選日は１月 11 日

と 12日の 2日間、ナカノ金物店跡（南町） 

で行われ、いずれも午前 10時～午後 4時となっています。 

 

 

伴走型小規模事業者支援推進事業 
【ビジネスＥＸＰＯ2020 に参加】 

伴走型小規模事業者支援推進事業で取組んでいる「新たな

需要の開拓に寄与する事業」の一環で、11月５日・６日に  

札幌のアクセスサッポロで開催

された「第 34 回北海道技術・

ビジネス交流会（ビジネス

EXPO2020）」に、昭和木匠工

芸様が鹿の角を使った商品、

(株)わっさむファクトリー様が

ペポオイル、アトリエＵuM様 

が和寒の安山岩を使った手作りのすり鉢等の新商品のＰＲ活

動と販路開拓を行ってきました。 

 

 

 令和２年度 和寒町新型コロナ対策 

和寒元気！プレミアム応援券 

【 11 月 30 日販売終了 】 

新型コロナウイルスの影響による町内消費落ち込みの早期

回復と地域経済の活性化を、町民みんなで取り組み和寒町の

元気を取り戻すため、40%のプ 

レミアムの付いた《２年度和寒 

町新型コロナ対策和寒元気！プ 

レミアム応援券》について、9 

月 28 日から販売し、11 月 30 日で終了しましたが、総販

売予定冊数 20,000 冊に対して販売実績が 19,913 冊（販

売率 99.6%）となりました。使用期間は来年 2 月 28 日ま

でとなっております。 

 

 

 

 

 

【新北海道スタイル「７つの習慣化」厳守の

お願い】 

新型コロナウイルスの感染が札幌市を中心に全道で拡 

大していることから、消費者の皆様が町内において安心

してご来店いただけるよう、新型コロナウイルス感染予

防・拡大防止対策として７つの習慣化を厳守していただ

けますようお願いいたします。ご来店いただいたお客様

のマスクの着用と手指消毒のご協力のお願いと事業者側

のマスク着用を重ねてお願いいたします。 

 

【年末年始の商工会業務】 

子年から牛年へ。今年も残すところ 1 月となりました

が、会員の皆様にとりましては、新型コロナウイルスの流

行により大変厳しい１年となったことと存じます。    

本会も延期や中止となった事業があった中で、伴走型小

規模事業者支援進事業や商店街活性化基本構想に基づく

活性化事業に取り組んで参りました。来年もこれら事業の

成果を踏まえ、会員事業所の発展に貢献したいと考えてお

ります。皆様ご支援・ご協力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）仕事初めとなります。来年もよろしくお願

いいたします。 

 

【 11 月の 動 き 】 

１１月３日 和寒町表彰式 

   ５日 ビジネスエキスポ～６日      札幌 

  １０日 商組・商業部会合同会議 

  １1日 新規採用面接試験 

  １７日 広域連携テラスミーティング 士別市朝日  

      町総合計画審議会・まちひとしごと創生町民

会議 

  １９日 第５回総務企画委員会 

第５回理事会 

２３日 勤労感謝祭 

２４日 名寄地方法人会理事会       名寄 

  ２６日 上期監査 

２７日 第３回観光協会役員会 

    労務福祉厚生委員会 

    青年部三役会議 

３０日 ２年度和寒町新型コロナ対策和寒元気！プ

レミアム応援券販売終了 

    

  

アルコール消毒液無償提供の終了について 

11 月 9 日から無償提供しましたアルコール消毒液に

ついて、提供数に達したため終了しましたので、お知ら

せいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


