
 

  

令和 ４年 1 月 １日    第 491 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４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３年度通常総会で確認された

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、「商店街活性化将来構想」を指

針として取り組む「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した。しかし、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」は残念ながら２年続けて中止となりましたが、新

型コロナウイルス感染症の終息の祈願と落ち込んだ町民の

元気を取り戻すため、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 日に開催したところでありま

す。さらに、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り組んでいき

ます。また、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

内事業者経営継続緊急支援交付金」、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」などの町助成事業に取り組むとともに、国や道の「月

次支援金」など、各事業所が申請書を作成するにあたっての

支援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 眞鍋修詩 

・副会長 合田菊夫 渡邊裕治 

・理 事 酒向 勤 下司和也 西田陽司 今田弘二 

水口光春 武田弘司 佐藤伸二 川西健吾  

武山 誠 眞鍋文子  

・監 事 坂本廣志 田中誠一 

 

【 第７回 理事会 開催される 】 
令和３年度第７回理事会が昨年 12 月 14 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 商工会功労・優良従業員表彰式について   

商工会功労・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 22 日(日)午後６時から産業会館で執り行

われます。承認された皆様は次の方々です。(敬称略) 

〇和寒町商工会功労表彰 ㈲鈴木建設  鈴 木 忠 之     

まなべｻｲｸﾙ  眞 鍋 紘 一 

フェイリス  小 原 とも子 

〇優良従業員表彰 

全国商工会連合会長表影   西本祐己    ㈱合田鉄工 

北海道商工会連合会長表彰  井下美香   ㈱いまだ 

    同         渋谷博樹   北日本床土㈱ 

上川管内商工会連合会表彰  鈴木健一郎 おや里かん㈲ 

        同         大瀬隆幸       同 

和寒町商工会長表彰(10年) 鴇田優美子 おや里かん㈲   

    同         後藤さおり   同 

◎議案第２号 令和３年度収支更生予算（案）について    

 令和３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３号 令和４年度収支予算（案）について  

 令和４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４年度和寒町予算に係る要望について 

 

 

・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 和寒町商工会全国大会表彰について 

・報告事項４ 令和３年度和寒町新型コロナ対策和寒元気！

プレミアム応援券販売実績について 

・報告事項５ 関係する各事業の推進系について 

・報告事項６ 各部会報告について 

・その他   今後の日程等 

 

 

★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】 

１２月号でもお知らせいたしましたが、コロナ過で大きな 

影響を受ける事業所に、地域・業種問わず、固定費負担の支

援として、５か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一

括給付するもので、2021 年 11月から 2022年 3 月のい

ずれかの月の売上が 2018 年 11月から 2021年 3 月ま

での間の任意の同じ月の売上高と比較して 50％以上又は

30％以上 50％未満減少した中堅・中小・小規模事者・フ

リーランスを含む事業者が対象です。 

《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 

※基準月（２０１８年 11 月～2021 年 3 月の間で売上高の比較に用いた月）

を含む事業年度の年間売上高 

【算出式】給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で 

「基準額※１の売上高」と「対象月※2の売上高」に５をかけ

た額との差額 

〔給付額=(基準期間※１の売上高)－(対象月※2の売上高)×５ 
※１．2018 年 11 月～2019 年 3 月、2019 年 11 月～2020 年３月、

2020 年 11 月～2021 年 3 月のいずれかの期間のうち、売上高の比較

に用いた月を含む期間 

※２．2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月 

〇１２月２９日現在、申請開始時期及びお問合せ先等は、ま

だ公表されておりません。詳しくは、商工会にお尋ねくださ

い。 

 

 

【全国商工会連合会長表彰を受賞】 

 11 月 11 日に東京で開催された商工会全国大会で、本会

の経営改善普及事業が極めて

優良であり、地域の振興発展

に努められたことが認められ

て、全国商工会連合会長から

表彰されました。 

 

《 １２月の動き 》 

１２月 １日 令和４年度予算要望書町へ提出 

       三役会議 

２日 全道広域連携実施体制推進会議  札幌  

 ４日 上川管内商工会職員協議会研修会 旭川 

女性部三役会議、女性部役員会 

６日 広域連携テラスミーティング 

８日 青年部三役会議    

１４日 第５回総務企画委員会、第７回理事会 

２０日 女性部三役会議 

２１日 わっさむ冬まつり実行委員会 

    第４回観光協会役員会 

    クラウド型経営支援操作研修会(ｵﾝﾗｲﾝ) 

２３日 青年部北部ブロック協議会 

２４日 青年部北部ブロック事務局会議(ｵﾝﾗｲﾝ) 

３０日 仕事納め 

   

 

 

 
◎【令和３年度 わっさむ冬まつりを開催】 

本町の冬の一大イベントで毎年２月上旬に開催していた

「わっさむ極寒フェスティバル」について、新型コロナウ   

イルスの感染が終息していないため、事

業規模を縮小し、町外に広報しない形で

町民を対象としたイベント「わっさむ冬

まつり」として開催することとしまし

た。内容は以下のとおりです。 

・開催日時：２月６日（日）午前 10時 30分から 

・開催場所：役場周辺特別会場 

・開催内容：アウトコーリング、ニアピンコンテスト、

雪上人間カーリング、お楽しみ抽選会、越冬キャベ

ツ無料配付、甘酒等の無料コーナー、うどん・焼き

鳥等の飲食コーナー、各種ステージショーなど 

 なお、新型コロナウイルス感染症が拡大した場合は、 

開催を中止する場合もあります。 

  

Go To Eat 北海道お食事券の販売期限・ 
利用期限の再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 
り再延長されましたので、お知らせいたします。 
・販売期限 令和４年１月 31 日（月）まで 
・利用期限 令和４年２月 28 日（月）まで 
・販売所  北星信用金庫和寒支店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


