
 

  

令和 ３年 1月 １日    第 479号 

新 年 の ご あ い さ つ 

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、ご健勝で輝かしい令和３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ご理解とご協力を賜り深

く感謝申し上げます。 

さて、本会にあっては、令和２年度書面総会で確認された

事業計画に基づき、経営改善普及事業や地域振興事業等の展

開を進めることとしておりましたが、昨年２月から流行した

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各種事業の中

止や縮小を余儀なくされました。 

このような中にあっても、平成 29年度に策定した「商店街

活性化将来構想」を指針として取組む「期待される」「必要

とされる」商店・商店街づくりとして、買い物弱者対策の「“楽

しくお買物”楽・楽タクシー」を運行し、「楽・楽休憩所」

を設置した安全・安心の商店・商店街づくりに取り組み、ま

た、街中の賑わいづくりとしての「街中里帰りイベント 大

通りにぎわい祭り 2020」は残念ながら中止となりました

が、青年部が主催した「悪疫退散・終息祈願打上花火大会」

を 8 月 15 日に開催し、町民の皆様の癒しになったところ

であります。さらに、前年度再認可を受けた小規模事業者の

持続的発展を目途に実施する経営発達支援事業は、「伴走

型小規模事業者支援推進事業」を活用し、創業・第

２創業、販路開拓支援等に取組んできました。  

一方、新型コロナウイルス感染症の流行による

売り上げ減などの影響を受けた事業所等に対する

支援として、「町制度資金の利子補給」、「町飲食店

宿泊施設に対する緊急支援事業」、「町内事業者事

業継続支援交付金」、新型コロナ対策「お買い物ク

ーポン発行事業」や「和寒元気！プレミアム応援券

販売事業」など、町の助成事業にも取り組んできま

した。  

私達商工会は、地域唯一の経済団体として、巡回訪問・指

導を継続させ、会員の皆さんが事業の継続・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、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。 

消費の縮小や会員の減少など、商工会を取り巻く環境は

依然厳しい状況にありますが、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 眞鍋修詩 合田菊夫 

・理 事 渡邊裕治 酒向 勤 西田陽司 今田弘二 

水口光春 下司和也 武田弘司 佐藤伸二 

川西健吾 石上厚子  

・監 事 坂本廣志 田中誠一 

 

【 第６回 理事会 開催される 】 

令和２年度第６回理事会が昨年 12 月 16 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 和寒町商工会設立 60 周年記念式典、商工 

功労者・優良従業員会表彰式について   

60周年記念表彰者及び功労者・優良従業員の被表彰者に

ついて、全会一致で承認をいただきました。 

表彰式は 1 月 24 日(日)午前 10 時から和寒町公民館で

60 周年記念式典において執り行われます。承認された皆

様は次の方々です。(敬称略) 

〇60周年記念表彰 

 ・歴代会長表彰    塚 崎  正 

 ・永年勤続役員表彰 

   役員歴 25年以上 浜田 義昭 

   役員歴 15年以上 渡邊裕治、藤田房雄、藤村光司 

酒向 勤 

   役員歴 10年以上 合田菊夫、山田幸夫、眞鍋修詩 

            西田陽司、今田弘二、坂本廣志 

 ・永年勤続従業員表彰 金田奈美       

〇和寒町商工会功労表彰 ㈲山田建設  山 田 幸 夫     

㈲細野商店  細 野 八重子 

〇優良従業員表彰 

全国商工会連合会長表影    津村和孝  (株)近藤組 

北海道商工会連合会長表彰   村上 久 北日本床土㈱ 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

◎議案第２号 事業継続力強化支援計画の策定について  

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する 

法律第５条第１項の規定に基づき標記計画を策定し、北海道 

知事に認定申請するべく承認をいただきました。 

 

◎議案第３号 令和２年度収支更生予算（案）について    

 令和２年度収支予算について、上期の執行状況と下期 

の決算見込みにより更生した 更生予算（案）について承 

認をいただきました。 

◎議案第４号 令和３年度収支予算（案）について  

 令和３年度収支予算（案）について協議をいただき、来年 

3月まで予算内容の検討をしていくことを承認いただきまし 

た。 

 

・報告事項 1 令和２年度和寒町新型コロナ対策和寒元気！

プレミアム応援券販売実績について 

・報告事項 2 和寒町商工会給与規程の一部改正について  

・報告事項３ 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 

12月 14日 ㈲和寒自動車工業 上口 静男 佐々木 誠 

・報告事項４ 関係する各事業の推進系について 

・報告事項５ 各部会報告について 

・その他   今後の日程等 

 

【和寒町新型コロナウイルス感染症に係る 

経営継続特別支援金の申請】 

 町では、新型コロナウイルス感染症流行により、特に経

営に大きな打撃を受けている町内の中小企業、個人事業主

等の経営の継続に資することを目的として、標記支援金を

交付します。先にｆａｘ等でお知らせした交付要綱をご確

認いただき該当する事業者におかれましては、商工会に申

請書を提出ください。（申請が早ければ支援金の交付も早

まります。） 

・申請期間：令和３年１月６日～２月 26日 

 申請書様式は、町及び商工会のホームページからダウン

ロードしていただくか、商工会でもお渡しします。 

 ご不明なことがありましたら、商工会にお問い合わせく

ださい。 

 

 
《 １２月の動き 》 

１２月 ２日 飲食店打合せ会議  

 ４日 １市３町着地型観光推進会議   士別 

よろず拠点相談日 

７日 女性部三役会議及び役員会 

８日 三役会議 

   平成３年度予算要望書町へ提出 

    １０日 商組役員会 

１１日 青年部員会議 

１６日 第６回総務企画委員会、第６回理事会 

１７日 観光協会正副会長・事務局会議 

２１日 全道商工会広域連携実施体制推進（オン

ライン）会議 

２２日 第４回観光協会役員会 

２３日 工業部会幹事会   

２４日 事業承継相談日 

３０日 仕事納め 

   

 

元祖 越冬キャベツの里 ！ 
【第３２回 極寒フェスティバル開催中止】 

本町の冬の一大イベント「わっさむ極寒フェスティバ 

ル」は当初、2月７日（日）に「三笠 

山ふれあいのもり」で開催を予定して 

おりましたが、新型コロナウイルス感 

染症が拡大している中で、規模を縮小 

し、町民対象のイベント「わっさむ冬 

まつり」に変更して開催を計画しまし 

たが、依然として感染拡大の収束が見えないことから、中

止としましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６０周年記念式典につきまして、本来であれば会員の

皆様全員にご案内申し上げ、共にお祝いするところです

が、新型コロナウイルスの感染防止のため、規模を大幅

に縮小し出席者も極力少なくして開催することとして

おりますことから、会員の皆様にはご理解・ご了承を頂

きますようお願いいたします。後日、記念誌と記念品を

配付させていただきます。 

  

 

〇事業継続力強化支援計画とは 

１．小規模事業者支援法の内容  

小規模事業者支援法では、経営改善普及事業の一環として「事業継

続力強化支援事業」を新たに位置付けており、商工会は小規模事業者

の防災・ 減災対策について支援を実施することとなっており、商工

会が和寒町と共同して小規模事業者の事業継続力強化を支援するた

めの計画を作成し、北海道知事が当該計画を認定するものです。  

２．事業継続力強化支援事業の具体的内容  

小規模事業者において、経営計画を検討していく上で、防災・減災

対策や新型ウイルス感染症などの未知の感染症の流行時にどのよう

な取組を行えば良いのか、また平時からどのような対応を行うべきか

をまとめておくことも有用です。このため、商工会が、地域の防災を

担う和寒町と連携し、自然災害等に備える小規模事業者の取組を支援

する等の計画を策定するもので、「事業継続力強化支援は、主として

以下の各項目に掲げるもの」となっています。  

① 地区内の小規模事業者に対する、地方公共団体が提供するハザー

ドマップや国が提供する全国地震動予測地図等を活用した、事業活動

に影響を与える自然災害等のリスクの認識に向けた注意喚起  

② 損害保険の加入等の自然災害等が事業活動に与える影響の軽減に

資する取組や対策の普及啓発、中小企業等経営強化法に基づく事業継

続力強化計画認定制度をはじめとした各種制度の情報の提供  

③ 地区内の小規模事業者による事業者ＢＣＰの策定に関する指導及

び助言  

④ 地区内の事業継続力強化に取り組む小規模事業者に対するフォロ

ーアップ の実施  

⑤ 地区内の小規模事業者による事業継続力強化に関する知見の共有  

⑥ 自然災害等が発生した場合における地区の商工業の被害状況 

の把握及び地方公共団体への報告、自然災害等発生時に被害状況 

の確認その他の応急復旧活動に従事する地区内の小規模事業者の経

営状況及び事業継続力強化の取組状況の確認 

 

 

 


