
 

  

令和４年 12 月 １日    第 502 号 

【 第６回 理事会 開催される 】 

令和４年度第６回理事会が 11 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 会員の脱会について 

・(有)システムバイオ 代表取締役 清杉 強様 

 この度、諸般の事情により退会の届け出があり、令和４年

９月 30日をもって脱会となりました。 

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５年度事業要望書について               

令和５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５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 令和４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５年１月 21 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 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 

9 月 16 日 (有)小林金物店 佐藤 武雄 佐藤 伸二 

11 月 15 日 (有)渡辺呉服店 渡邊富美雄 渡邊 道子 

･報告事項１ 町表彰式 功労章・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４年度上期監査 11 月 25日（金）午後 3時 
･第７回理事会    12 月 13日（火）午後 5時  
 
   

 

【2022 年度 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「2022 年度 年末年始大売出し」が始まります。売り出

し期間は 1２月９日（金）から来年１月８日（日）までの 35

日間で、期間中お買い上げ金額 200 円毎に緑色シール 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９日（月）、商工会で午前９時 30 分～午

後６時まで行われます。 

 

 

【 11/6 女性部 視察研修を実施】 

女性部の視察研修が 11月６日(日)､部員 14 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、東川町の廃校

となった小学校に家具工房「北の

住まい設計者」を構え、北海道の

無垢材を使用し手作業だけで作成

した家具等を視察後、複合交流施 

設せんとぴゅあⅠ・Ⅱでは、北欧家具及び展示スペースと図

書館機能の複合施設を視察し、道の駅ひがしかわ道草館周辺

を散策して帰町しました。 

 

 

【 11/8～9 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８日(火)～９日(水)の２

日間、部員 10 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、エネルギ 

ーにおける最先端技術を目的とし 

て、研修２日目に青森県六ケ所村 

原燃ＰＲセンターで原子力発電所 

から発生する使用済核燃料の再処 

理をする核燃料リサイクルの工程 

などを担当者から説明を受けました。また、研修１日目は青

森市文化観光交流施設で青森ねぶたの視察と十和田湖を散策

してきました。 

 

【11/26～27 青年部 視察研修を実施】 

青年部の視察研修が 11月 26 日(土)～27 日(日)､部員６

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、１日目は白老町のアイヌ民

族の文化等が学べるウポポイ（民

族共生象徴空間）を視察し、アイ

ヌ民族の生活様式等の文化や歴史

のほかに、自治体の観光施設の取

り組みを学びました。２日目はコ 

 

 

 

 

ストコホールセール札幌倉庫店で、大型商業施設の現状に

ついてと新型コロナウイルス感染症が流行している中での

人流の動きを視察してきました。 

 

 

令和４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、町民等みんなで取り組み和

寒町の元気を取り戻すため、 

30%のプレミアムの付いた 

《令和４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 日で販売を終了し

ました。販売数は予定数 17,000 冊中、16,216冊（販売

率 95.4％で 784冊の販売残となりました。会員の皆さま

には、販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り扱いにご協力くださいます

ようお願いいたします。 

 

 
【中小企業経営基盤強化促進事業の 

令和５年度事業計画の提出は１月 16日まで】 

中小企業者の基盤強化及び健全な発展を促進するため、

建物の新築、増築、改築、改修、外構又は設備導入（以下

「建物等」という。）に要する経費の一部について助成措

置を行うことにより、本町経済の活性化に寄与する目的で

実施している「中小企業経営基盤強化促進事業」で来年度

（令和５年度）事業の申請を予定されている方の事業計画

書の町への申請期限は１月 16日（月）までです。 

 この事業は、令和４年度から６年度の 3 ヵ年事業で、毎 

年の補助金総額が決まっているため、最終年度の６年度に 

申請が集中すると補助額が減る場合もありますので、早め 

に事業計画を立てていだきますようお願い致します。尚、 

４年度（5年 3月 31 日まで事業完了）は補助金枠がまだ 

十分にありますので、積極的な活用をお願いいたします。 

この補助事業は大変利用しやすい制度となっておりま

す。事業の詳細及び申請などは商工会にお問い合わせくだ

さい。 

 

    

 

 

 

【年末年始の商工会業務】 

寅年から卯年へ。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（金）仕事納め、

1 月６日（金）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１日 かぼちゃランタン回収作業   

３日 和寒町表彰式 

   ６日 女性部視察研修         東川 

   ８日 工業部会道外視察研修～９日   青森他  

  １２日 北部ブロック商工会職員研修会  下川 

  １４日 商業・工業部会合同インボイス講習会 

      よろず支援拠点 

  １６日 第５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 

  ２２日 観光協会役員会 

２３日 勤労感謝祭 

２４日 町特別職報酬等審議会 

    女性部員経営者育成研修会(ｵﾝﾗｲﾝ) 

  ２５日 上期監事監査 

      女性部三役会議 

  ２６日 青年部視察研修～２７日     白老他 

３０日 全道広域連携実施体制推進会議  札幌 

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新型コロナ対策 原油価格・物価高騰等支援対策事
業の申請はお済ですか。】 
長引く新型コロナウイルス感染症流行の影響のほ

か、国際情勢による原油価格や物価高騰等により経営
に大きな影響を受けている町内の中小企業、小規模事
業者、個人事業主に対し１０万円を支援する標記事業
の申請期限は、12 月 30 日までです。この事業の対
象となる事業所は早めに商工会に申請書を提出してく
ださい。 

 


