
 

  

令和３年 12 月 １日    第 490 号 

【 第６回 理事会 開催される 】 

令和３年度第６回理事会が 11 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３年度事業要望書について               

令和４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４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２号 令和３年度商工会功労者表彰並びに優良従

業員表彰式について 

今年度の同表彰式の開催日等について、承認をいただきま

した。 

・開催日時：令和４年１月 22 日（土）午後６時 

・開催場所：産業会館２階 大会議室  

･報告事項１ 町表彰式 褒賞の受賞について               

･報告事項２ 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３ 関係する各事業の推進経緯について 

･報告事項４ 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（金）午後 3時 
･第７回理事会    12 月 14日（火）午後 5時  
 
   

【コロナに負けるな！年末年始 
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「コロナに負けるな！年末年始大売出し」が始まりま

す。売り出し期間は 1２月６日（月）から来年１月９日（日）

までの 35 日間で、期間中お買い上げ金額 200円毎に青色

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。抽選日時と場所は１月 10 日（月）、商工会で午

前９時３０分～午後６時まで行われます。 

 

  

 

 

 

★国の新型コロナウイルス感染症対策 

【事業復活支援金のお知らせ】 

対象となる事業所は、新型コロナウイルス感染症により事 

業活動に影響を受け、2021 年 11月から 2022年 3 月の

いずれかの月の売上が前年か２年前の同じ月より 50％以上

又は 30％以上 50％未満減少した中堅・中小・小規模事業

者・フリーランスを含む事業者です。 

《対象となる条件と支給額の上限》 

年間売上高(事業規模) 減収率 50％以上 減収率 30%以上 

法人 

５億円以上 ２５０万円 １５０万円 

５億円未満～１億円以上 １５０万円 ９０万円 

１億円未満 １００万円 ６０万円 

個人事業主 ５０万円 ３０万円 

〇申請が始まる時期は、まだ公表されておりません。詳細は

商工会にお尋ねください。 

 

 

【11/７ 商業部会 視察研修会を実施】 

商業部会の視察研修が 11 月７日､部員 12名、事務局２

名の参加のもと実施されました。

今年の視察研修は、地域資源活用

の活用とおもてなしを目的とし

て、先進事例である美深町の「美

深白樺ブルワリー」では、日本最

北のクラフトビール工場で地域資 

源の活用と地域活性化について、「チョウザメ館」では、養

殖施設について担当者から研修を受けた後、なよろ私立天文

台を視察してきました。 

 

 

【 工業部会 視察研修を実施】 

工業部会の道外視察研修が 11 月 11 日（木）～12 日

（金）の２日間、部員 ８名、事務 

局１名の参加のもと実施されまし 

た。今年の視察研修は、環境に調 

和した建築デザインと伝統的なも 

のづくり及び工業と観光の融合を 

目的として、初日は白老町の「ウ 

ポポイ（民族共生象徴空間）と「仙台藩白老陣屋資料館、室

蘭市の工場夜景を視察、2 日目は「登別伊達時代村」や「の

ぼり別地ビール館」などを視察してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クリスマスリース作り･ミニツリー飾り付け 

【 女性部員 親睦会を開催】 

 女性部では新型コロナウイルス感染症の影響で、例年実

施している視察研修に変え

て、クリスマスツリー作りと

ミニツリー飾り付けを行う親

睦会を開催しました。部員１ 

３名が参加し、思い思いに木の枝と針金や松ぼっくりなど 

を使用して独自のクリスマスリースを作り、高さ 20 ㎝ほ 

どのミニツリーに飾り付けをしていました。出来上がった 

物は、各自の店舗に飾って、来店するお客様の目を楽しませ 

ています。 

 

 

令和３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 18 日完売 】 

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、町民等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 

《令和３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 29 

日から販売しておりましたが、11 月 30 日の販売終了を待

たずに 11 月 18 日で、16,800 冊を完売しました。会員

の皆さまには、完売に向けた積極的な PR にご協力をいた

だき厚くお礼申し上げます。なお、使用期間は来年 2 月 28

日までとなっておりますので、応援券の回収とダブルチャ

ンス和寒元気！スタンプラリーの取扱いにご協力ください

ますようお願いいたします。 

 

 

   令和３年度分決算並びに確定申告個別相談 

  指導に係る各種提出書類確認に関するお願い 

  例年、確定申告期日間際に決算書類等の確認を求め 

られる事例が多々あり、職員の深夜に及ぶ超勤が発生し 

ている現状であることから、総務企画委員会並びに理事 

会で協議いたしました。つきましては、職員の健康管理 

と働き方改革のため、来年３月に確定申告をする事業所 

で決算書類等の確認を商工会が行う場合は、提出期日を 

事前に決めさせていただき、該当事業所様にご連絡差し 

あげますので、ご理解とご了承をお願いたします。 

 

 

 

 

 

【年末年始の商工会業務】 

丑年から寅年へ。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、昨年に続き大変厳しい１年となったことと存じ

ます。    

本会も昨年から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推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（木）仕事納め、

1 月６日（木）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２日 全道商工会補助員等研修会    札幌  

３日 和寒町表彰式 

   ６日 北部ブロック青年部研修会    美深 

   ７日 商業部会視察研修        美深他 

   ９日 事業継承サポートﾈｯﾄﾜｰｸ会議   旭川 

  １１日 工業部会視察研修～１２日    室蘭他 

  １４日 女性部親睦会 

  １７日 青年部三役会議 

  １８日 第４回総務企画委員会、第６回理事会 

      福祉共済事業推進巡回 

      プレミアム応援券完売 

  ２２日 商組・商業部会合同会議 

２３日 勤労感謝祭 

２４日 青年部員会議 

２５日 観光協会役員会 

    女性部員経営者育成研修会    札幌 

  ２６日 上期監事監査 

３０日 上川管内青年部長会議      旭川 

     

                  

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Go To Eat 北海道お食事券の販売期限・ 
利用期限の延長についてお知らせ 

 北海道商工会議所連合会が事務局となって実施し
ている 25％お得な標記お食事券について、次のと
おり延長されましたので、お知らせいたします。 
・販売期限 令和３年 12 月２４日まで 
・利用期限 令和４年１月 31 日まで 
・販売所  北星信用金庫和寒支店 


