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令和 ３年 ７月 １日    第 485 号 

第３回 理事会 開催される 】 

令和３年度第３回理事会が６月４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 商工会各委員会構成（案）について     

任期満了による役員の改選を受け、各委員会の構成

に変更が生じましたので、新たな構成委員について、

次のとおり承認をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号 顧問の委嘱（案）について 

 任期満了による役員改選を受け、次の方を顧問に

委嘱することについて、承認をいただきました。 

 元会長 塚崎 正 様、前会長 浜田 義昭 様 

議案第３号 役員退任慰労金の支払い(案)について 

 令和３年度通常総会をもって退任された２名の役

員に対する退任慰労金の支払いについて、承認をい

ただきました。 

議案第４号 令和３年度収支更生予算(案)について 

 退任役員慰労金支出に係る令和３年度収支更生予

算（案）について、承認をいただきました。 

議案第５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、７月 1 日付での

加入が承認されました。 

・事業所名 

(株)ゲン  代表取締役 李 清 燮 様 

 

議案第６号 商工会会費の免除について 

 昨年からの新型コロナウイルスの流行による外出自

粛や店の休業・時短要請等により、売上げ減の影響を

受けている事業所が多数に上ることから、前年度と同

様に全会員事業所を対象に４月から６月の３ヶ月分の

会費を免除することに、承認をいただきました。 

議案第７号 伴走型小規模事業者支援推進事業の実施

について 

今年度の事業計画について、承認をいただきました。 

伴走型小規模事業者支援推進事業の主な内容 

１．事業計画策定支援 

・事業計画策定個別相談会 9 月中旬から下旬に開催予定 

２．事業計画策定後の実施支援 

・ものづくり事業者向け個別相談会 10 月に開催予定 

・ＩＴ個別相談会 10 月から 12 月に開催予定 

３．クラウド型経営支援ツール導入 

・事業者情報のデータ化 

議案第８号 大通りにぎわい祭り 2021 の開催について 

 今年度の大通りにぎわい祭りについて、新型コロナ 

ウイルスの感染防止のため、２年連続開催を中止する 

ことに決定しました。 

報告事項１．筆頭副会長の決定について 

 定款第 20 条第 2 項の規定により、合田菊夫副会長

が筆頭副会長とすることについて報告しました。 

報告事項２．理事の順位の決定について 

定款第 20 条第３項の規定により、理事 10 名に 1 番

から 10 番までの順位について報告しました。          

報告事項３．行政機関各委員会委員の推薦について 

 町の各種協議会・委員会等に商工会から推薦する委員 

について、報告しました。 

報告事項４．新型コロナ対策お買い物クーポン発行事業 

について 

報告事項５．高齢者の弁当宅配モデル事業について 

報告事項６．関係する各事業の推進状況   

報告事項７．部会報告について 

 

 

【女性部 花苗植込み作業終了】 

女性部による国道 40 号駅前交差点と和寒駅舎に飾る花

苗の植込み作業が 6 月 12 日(土)午前７時から行われまし

た。当日は部員の他、青年 

部の応援も頂き、用意され 

たプランターに花苗を３苗 

づつ植え、３０台の花台に 

飾られ無事に終了いたしま 

した。参加していただいた女性部の皆様には大変ご苦労様

でした。 

 

 

  

 

 

 

 

【新型コロナ対策 月次支援金のお知らせ】 

商工だより６月号でもお知らせしましたが、2021 年４

月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点

措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」

の影響により、売上が５０％以上減少した中小法人・個人

事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て

直しやそのための取組を支援します。 

〇要件１：対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措

置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影

響を受けていること 

〇要件２：2021 年の月間売上が、2019 年又は 2020

年の同月比で 50％以上減少 

〇その他、詳しくは、商工会にお尋ねください。 

 

  

【 ６ 月 の 動 き 】 

６月 ３日 広域連携協議会幹事会       剣淵 

   ４日 理事会 

  １０日 お買い物クーポン発行事業実行委員会 

      全道経営指導員研修会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

  １１日 商工会・商組・商業部会役員合同会議 

   １２日 女性部花苗植付け作業   

１８日 士別地区暴追協幹事会       士別 

２１日 ふれあいのもり打合せ  

２２日 お買い物クーポン取扱事業所説明会  

   ２４日 観光協会役員会 

   ２９日 「宅配弁当モデル事業」に関わる検証会議  

   ３０日 広域連携協議会総会 

 

           

【新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願い
します！】 ～７月 11日まで 
 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第 60 回本

部会議において、本道による重点措置を決定しました。 

〈外出の際は〉 

◆感染リスクを回避できない場合、不要不急の外出や移動

を控えて 

◆重症化リスクの高い方と接する際は、リスク回避行動の

徹底を 

◆札幌市との不要不急の往来は控えて 

◆不要不急の都道府県間の移動は極力控えて 

〈飲食の際は〉 

◆「黙食～食事は静かに、会話はマスク～」の実践を 

 ※食事は 4 人以下など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出

さず、会話の際はマスク着用 

◆路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが

高い行動は控えて 

 

 

 

 

 

 

朝日・剣渕・幌加内町・和寒町商工会広域連携

協議会総会を開催 

４商工会広域連携協議会の３年度総会が６月 30 日(水)

産業会館大会議室で、４商

工会の正副会長・事務局長・

経営指導員が出席し開催さ

れました。総会では、協議会

会長である和寒町商工会の

眞鍋会長の挨拶の後、議案 

の審議が行われ、今年度の事業計画や予算案など、全ての議

案が承認されました。 

 

和寒町新型コロナ対策お買い物 

クーポン発行事業 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、外出自粛な

ど感染防止の努力をしている町民の皆様への還元と町内        

の経済循環の促進を図るため、すべ

ての町民を対象に一人5,000円のお

買い物クーポンを配付する「和寒町

新型コロナ対策お買い物クーポン発

行事業」が、昨年と同じく町の助成を

受けて、同実行委員会で実施するこ

ととなりました。クーポンは７月１

日・２日の２日間配付し、使用期限は

８月 31 日までですので、取り扱い 

店舗（事業所）におかれましては、クーポン券の回収にご協

力くださいますようお願いいたします。 

 また、商工会会員事業所等での利用促進のため、商組・商

工会・商業部会が、クーポン券５００円１枚毎にスタンプを

集めて福引き（ガラポン）ができる「スペシャルスタンプラ

リー」も実施しますので、こちらもご協力をよろしくお願い

いたします。 

 

 

【どんとこい！わっさむ夏まつり】 

今年も開催中止！ 

７月 25 日（日）に開催を予定していました「第 18 回 

どんとこい！わっさむ夏まつり」は、６月２４日に観光協会

役員会を開いて協議した結果、新型コロナウイルス感染症

の収束が見込まれなく、実行役員や来場者の感染防止のた

め、２年連続中止することとしましたので、お知らせしま

す。今後、新型コロナウイルスワクチンの接種が進んで、感

染が収まり、来年 2 月の「極寒フェスティバル」の開催が

できることを期待しております。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会名 委員長 副委員長 委 員 

総務企画委員
会 渡邊 裕治 下司 和也 

合田 菊夫 
西田 陽司 
武田 弘司 
佐藤 伸二 
眞鍋 文子 

経営改善普及
事業推進委員
会 

酒向  勤 武田 弘司 合田 菊夫 
水口 光春 

労務福祉厚生
委員会 

今田 弘二 佐藤 伸二 渡邊 裕治 
武山  誠 

融資審査委員
会 合田 菊夫 酒向  勤 

渡邊 裕治 
西田 陽司 
川西 健吾 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


