名寄市西３条南５丁目
TEL 01654‑3‑3155 FAX 01654‑2‑0571

十月の定例議員会・正副部会
長会議に併せて︑建設中の駅前
交流プラザ﹁よろーな﹂の視察
を行いました︒
四月オープンを予定し進めら
れている建設工事も︑外観はほ
ぼ完成し︑内装工事が進んでい
る中︑新事務所スペースの確認
を行いました︒
入居に当たり賑わいづくりに

名 寄 商 工 会議 所 簡
易ＨＰ作成システム
は︑あらかじめ用意さ
れているテンプレー
トを元にして︑一ペー
ジ形式の簡易的なＨ
Ｐを作成できます︒
・名寄市内で活動して
いる事業所や各種団
体であれば︑どなたで
もご利用いただけま
す︒
・インターネット上の
管理ページから文章
や写真を登録するだ
けで編集できますの
で︑ＨＰ作成の知識は
不要です︒
・パソコンでインター
ネットが利用できれ
ば︑簡単にＨＰを作成
可能です︒
ご利用の用途
簡単に編集できる
ＨＰとして︑様々な用
途でご利用く だ さい ︒
・事業所や各種団体の
公式ＨＰとして
・既に運営中の公式Ｈ
Ｐに追加して︑手軽に
更新可能な情報掲載
ページとして

・イベントや行事な
どを開催する際に︑
期間限定の専用ペ
ージとして
作成内容
当システムを利用
して作成できるＨ
Ｐは︑以下の内容になります︒
・１ページ形式の簡易ＨＰ
・既定のデザインおよびレイア
ウトから指定
・制作／更新にＨＰ制作の知識
は一切不要
・インターネット上の管理ペー
ジでいつでも自由に編集可能

詳細は・・会議所ＨＰ
http://cci.nayoro.biz/を

http://cci.nayoro.biz/business

と二三〇〇万円の負
担申し出を市に対し
行いましたが︑この資
金につきましては︑会
館建設資金として積
立を行っていた資金
より捻出することと
しており︑特別会費等
新たに負担がかかる
もの で は あ り ま せん ︒
尚︑駅前移転に伴い︑
現商工会館のあり方
についても検討がな
されておりますが︑こ
の地区の振興につな
がるような提案等あ
りましたら︑事務局へ
お知らせ下さい︒

新事務所視察の様子（10 月 15 日）

U R L http://cci.nayoro.biz/
E-mail nayocci@hokkai.or.jp
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名寄商工会議所

去る九月 三日︑ 日本商工 会議所
会報﹁月刊石垣 ﹂掲載の 為︑当所
が取材を受けました︒
日商広報部︑ 杉健太郎 氏より質
問を受け︑木賀 会頭が名 寄市の魅
力︑商工会議所 の取組み 等を説明
しました︒
その他︑名寄 ご当地検 定﹁なよ
けん﹂や︑
﹁なよろブランド﹂につ
いての特徴や今 後の展開 について
担当者がインタ ビューに 答えまし
た︒
﹁月刊石 垣﹂は 四万五千 部発刊
されており︑取 材の様子 は十一月
号の﹁まちの解 体新書﹂ のコーナ
ーに掲載される予定です︒
九月十五日︵土︶〜十七日︵月︶
の三日間︑旭川 の買物公 園通りに
お い て ︑﹁ 北 の 恵 み 食 べ マ ル シ
ェ﹂が開催され︑
﹁㈱名寄給食セン
ター﹂﹁㈱喜信堂﹂﹁Ｓ ｈｏｐｓＧ
ａｒｄｅｎ 千花﹂﹁創 作キッチン
たまさぶろう﹂ の四社が 参加し︑
なよろブランド 商品と併 せてお店
のこだわり商品を販売しました︒
﹁北の恵み 食べマルシェ﹂は︑
旭川の中心市街地活性化と 併せて︑
道北地域の食関 連産業の 振興と販
路拡大を図り︑ 多彩で豊 かな食の
供給基地である 道北地域 の特色を
全国に向けて発 信するた めに︑一
昨年より開催さ れ︑今年 で第三回
目となります︒
今年も
会場には
約三百の
ブースが
並び過去
最高とな
る八十四
万七千人
の来場者
数となり
道内外よ
り多くの
人が訪れ賑わいを見せてい ました︒

今年度の視察先は︑石狩市
﹁さけまつり﹂
︑小樽市﹁小
樽運河プラザ﹂
︑札幌市﹁さ
っぽろオータムフェスト﹂︑
苫小牧市﹁観 光案内所 ﹂︑
砂川市﹁地域交流センター
ゆう﹂の五か所を視察して
きました︒
石狩さけまつりは︑今年
で 四 十 九回 目 を迎 え る石
狩三大祭りの一つで︑開催
二 日 間 の観 光 入込 数 は約
六万人にのぼり︑鮭つかみ取りや︑
千人鍋でつくる 石狩鍋が メインの
イベントで長蛇 の列がで きていま
した︒
小樽
運河プ
ラザ内
には︑
軽食喫
茶コー
ナー・
観光土
産販売
所等が
あり︑外国人観 光客には 四カ国語
で対応していま す︒また ︑苫小牧
観光案内所では レンタサ イクル事
業を行っており ︑主にビ ジネスで
の利用が多いそうです︒

さっぽろオー タムフェ ストは大
通四丁目〜八丁 目までの 五会場で
実施されており ︑ご当地 グルメか
ら様々な酒︑イ ベントコ ーナーで
は大道芸など行 われてい ました︒
また︑名寄市近 郊から士 別や剣淵
も出店︒どの会場も大盛況でした︒
最後の砂川地域 交流セン ター﹁ゆ
う﹂には︑これ から名寄 市が建設
予定の大ホール があり︑ 可動式の
イス三百席があ り︑普通 のイスと
合わせると五百 人収容で きるよう
になっています ︒その他 にも大小
様々な部屋が数 多くあり 利便性の
良い施設でした︒

昭和六十年か ら開始し ている緑
化事業︒今年度 も当所議 員を中心
に総勢二十三名で実施しました︒
今までに 桜百八 十八本︑ ミズナ
ラ五十八本を名 寄公園へ ︑平成二
十一年よりサン ピラーパ ークへ場
所を移しアジサ イを九十 株植栽し
てきました︒今年も三十株植栽し︑
きれいな花が咲くのが楽し みです︒

アジサイ植栽

平成２４年１１月１日 (２)
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石狩さけまつり

去る九月二十七日〜二十 八日に︑
当所商業振興委 員会 と名 寄市商店
街連合会合同に よる先進 商店街視
察を実施致しました︒
今回の視察に ついては ︑来年四
月駅横にＯＰＥ Ｎする駅 前交流プ
ラザ﹁よろーな ﹂を中心 とした商
店街の賑わいづ くりや空 き店舗活
用などへ向け︑ 野幌商店 街振興組
合︵江別市︶︑石山商店街振興組合
︵ 札 幌 市 ︶︑ 滝 川 商 店 街 振 興 組 合
︵滝川市︶の三 カ所を訪 れ︑商店
街の抱える問題 点などの 現況や︑
イベント等によ る賑わい づくりへ
の取組みについ て研修し て来まし
た︒
商店街の問題 点につい ては︑区
画整備問題︵野 幌︶や︑ アーケー
ド問題︵滝川︶ など地域 によりあ
りましたが︑地 域を問わ ず同じ問
題点が︑大型店 の影響や 交通の利
便性によ
る商店街
利用者の
減少︑空
店舗の増
加であり︑
市民の方
に少しで
も商店街
へ足を運
んでもら
う為に︑商店街 のリーダ ー的存在
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交通量調査実施
郊外への交通量増

モス

が先頭に立ち︑ イベント を中心と
した賑わいづく り創出へ 取組んで
いました︒

徳田SC付近（①〜③）

エネルギー関連施設
視察会開催

京極ダム建設現場

今年も九 月二十 八日と三 十日の
両日︑徳田地区三ヶ所︵左図の●︶
で交通量調査を 実施し︑ 平成二十
年から比較しました︒
マルハン前の 交通量よ り名中前
の交通量が多く ︑八号道 路が主要
道路となっているようです︒
今年は来年駅 横に駅前 交流プラ
ザが出来るので ︑駅前の 六丁目と
大通の交通量も 調査しま した︒今
年初めて調査の ため比較 は出来ま
せんが︑六丁目 側は平均 七五台︑
大通側は平均三 百台と中 心部の流
れは少ないことが分かりました︒
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去る十月十八日〜十九日 の両日︑
当所議員・正副 部会長を 対象にエ
ネルギー関連施設を視察し ました︒
十八日は原発 停止中の 泊発電所
を視察しました ︒道内の 電力供給
状況や東日本大 震災以後 の対応策
などの説明を受 けたあと ︑３号機
を視察︒セキュ リティの 強化が印
象に残りました︒
十九日は京極 町の純揚 水式水力
発電所の上部調 整池と京 極ダムの
建設現場を視察してきました︒
夜間電力で水を 九百ｍの 上部調整
池に揚水し︑そ れを落下 させるこ
とで発電すると 言う大掛 かりなも
のです︒
平成二十六年よ り発電開 始とのこ
とで︑安定的に 電力供給 されるこ
とを大いに期待するところです︒

とまりん館で説明
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●経営者の退職金制度

小規模企業共済
小規模企業共済制度は、個人事業主（共同
経営者も含む）または会社等の役員の方が事
業をやめられたり、退職されたりした場合に、
生活の安定や事業の再建を図るための資金を
あらかじめ準備しておく共済制度です。
加入できる方は、常時使用する従業員が２
０人以下(商業・サービス業は５人以下)の個
人事業主および会社の役員となっています。
昨年から個人事業主の共同経営者も２人ま
で加入でき、掛金も事業主同様に全額所得控
除の対象となりました。
毎月の掛け金は、1,000 円〜70,000 円の範
囲内(500 円単位)で自由に選べます。加入後も
掛金月額は増額・減額できます。また、払込
方法も「月払い」「半年払い」「年払い」から
選べます。
共済金の受け取りは一括・分割・併用の３
タイプ。一括の場合は退職所得、分割の場合
は公的年金等の雑所得扱いとなります。また、
納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の
貸付が受けられます。

平成２４年１１月１日 (４)

●会社の福利厚生に

生命共済制度
（福祉団体定期保険）
商工会議所の生命共済制度は、割安の掛金で幅広
い保障が得られるのが特徴の 1 つです。
その理由は、商工会議所という団体の一員として
加入するため、一種の団体割引となるからです。
保険期間は 1 年で自動更新、役員・従業員の福利
厚生制度にご活用いただけます。
病気・災害による死亡から事故による入院まで、
業務上・業務外を問わず 24 時間保障されます。
医師による診査は不要です。(告知のみでお申込
みいただけます。)
法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全
額損金に算入できます。

●従業員の退職金制度を準備
●連鎖倒産から守ります

経営セーフティ共済

特定退職金共済制度

（中小企業倒産防止共済）
経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒
産し、売掛金債権等が回収困難になった場合
に、貸付が受けられる共済制度です。
加入できる方は１年以上事業を行っている
中小企業者です。業種ごとに条件が決まって
います。
制度改正により取引先が私的整理、災害に
よる不渡り、特定非常災害による支払不能に
ついても「倒産」として認められるようにな
りました。
掛金月額は、5,000 円から 20 万円の範囲内
(5,000 円単位)で自由に選べます。加入後も掛
金月額は増額・減額できます。
掛金は、掛金総額が 800 万円になるまで積
立てられ、掛金総額が掛金月額の 40 倍に達し
た後は掛金の掛止めもできます。また、掛金
の前納もできます。
共済金の貸付条件は無担保・無保証人・無
利子です。
掛金は税法上、損金(法人)または必要経費
(個人事業)に算入できます。

退職金制度の確立は、従業員の大きな関心事であ
り、その内容の充実は従業員の定着を図り、企業に
とっても重要な施策のひとつと考えられます。
本制度を採用することにより、安定した退職金制
度が容易に確立できます。
事業主が負担する掛金は、全額損金または必要経
費に計上できます。
また、法律で定められた退職金支払のための保全
措置が講ぜられます。
中小企業退職金共済制度との重複加入も認めら
れます。
ただし、他の特定退職金制度との重複加入はでき
ませんので、ご注意下さい。
加入資格は満 15 歳以上、70 歳未満の従業員とな
ります。
基本掛金は従業員 1 人につき月額 1 口(1,000 円)
からでき、最高 30 口(30,000 円)までご加入できま
す。

(５) 平成２４年１１月１日
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「必ずチェック 最低賃金！使用者も労働者も」

北 海 道 最 低 賃 金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で
働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アル
バイト等を含む)に適用される北海道最低賃金(地
域別)が次の通り改定されます。

平成２４年度商工会議所月例ゴルフコンペが終了しま
した。各月とも沢山の参加を戴き無事終了することが出
来ました。来年も沢山の参加を宜しくお願いします。
年間成績は以下の通りです。

最低賃金額 時間額
効力発生年月日

平成

円
年

月

日

月

参加者

５月

13

獺越

久男

竹内

利行

薮中

重和

６月

９月

16
11
8
8

岡崎
坂本
木賀
寺島

望
和彦
義晴
勝之

寺島
橘
駒津
竹内

勝之
清光
喜一
利行

竹内
坂下
竹内
薮中

利行
光春
利行
重和

1 0月

9

寺島

勝之

橘

清光

堀江

和史

７月
８月

厚生労働省 北海道労働局
労働基準監督署(支署)

優勝

準優勝

３位

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の生活の安定、福祉の増進等を図ることを
目的に、国が直接管理運営している保険です。農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用す
る事業については、法人・個人を問わず加入が義務づけられております。
厚生労働省では、「未手続事業の一掃」を年間を通じた主要課題と位置付けたうえで、１１月を
「労働保険適用促進強化期間」とし、集中的に広報活動を展開し、労働保険制度のより一層の理解、
周知を図ることとしております。
労働者が安心して働ける職場となるよう、まだ労働保険に加入していない事業主の方は、速やか
に最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)でご相談をして下さい。
問い合わせ先：厚生労働省北海道労働局総務部労働保険徴収課 ℡ 011‑709‑2311
または最寄りの労働基準監督署･公共職業安定所

旭川支社 〒070‑0043 旭川市常盤通 1 丁目 2500 道北経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ ℡0166‑23‑7986
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平成２４年１１月１日 (６)
販売促進事業 委員会︵委員長
松前 衛︶にお いて︑今 年度の名
寄地区全市連合 年末年始 大売 り出
しが︑昨 年大盛況 に終了 した﹁現
金三十万円が当たる！大抽選会﹂に
決定致しました︒

︻抽選券配付期間︼
平成二十四年十二月二十一日から
平成二十五年一月二十日まで
※お買物千円毎に抽選券一枚贈呈
※抽選券配付は各店数量限定
※参加料無料
︻大抽選会︼
平成二十五年二月十日 日( 正)午〜
雪フェス会場特設ステージ
※抽選券受付
・二月九日 十時〜十七時
十日 十時〜十二時
雪フェス会場内に投函箱を設置
※当選番号掲示
・二月十日・十一日の二日間︑
雪フェス会場に掲示板を設置
︻賞の内容︼
特賞 現金 三十万円
一本
一等 現金
十万円
二本
二等 現金
五万円
五本
三等 現金
一万円 一〇本
四等 現金
五千円 一〇〇本
第 1 部 税務研修会
テーマ ： 「脱 税 百 態」
講 師 ： 名寄税務署長 小林 優 氏

《普 通 貸 付》

第 2 部 生活お役立ちセミナー
テーマ ： 「あの かたづけ士 が伝授！
たった 1 分で会社が変わる！片づけの習慣！」
講 師 ： スッキリ・ラボ代表
かたづけ士 小松 易 氏

●融 資 金 額 4,800 万円以内
●返 済 期 間 運転 5 年以内(据置 1 年以内)
設備 10 年以内(据置 2 年以内)
●利
率 2.05％〜(H24.10.15 現在)
●担 保 保 証 人 お客様のご希望に応じてご相談

《マル経貸付》
●融 資 金 額 1,500 万円以内
●返 済 期 間 運転 7 年以内(据置 1 年以内)
設備 10 年以内(据置 2 年以内)
●利
率 1.75％〜(H24.10.15 現在)
●担 保 保 証 人 不要
社会保険事務相談所開設のお知らせ
月

日

時

１２月１１日（火）

間

10：30〜16：00

１月

９日（火）

10：30〜16：00

２月

６日（水）

10：30〜16：00

■

□

■

完全予約制

予約専用電話

■

□

■

0166‑72‑5004

検定試験のお知らせ
検定試験

級

施行日

受付期間

第71回
販売士検定試験

3級

2月20日(水)

12/20(木)〜
1/28(月)

第133回
簿記検定試験

2〜4級

2月24日(日)

1/8(火)〜
1/25(金)

簿記検定料

2級 4,500円

販売士検定料

3級 2,500円
3級 4,000円

4級 1,600円

無料法律相談のお知らせ
月 日
連絡先
12月19日(水) 道北法律事務所

13:00〜17:00

1月16日(水) 道北法律事務所

13:00〜17:00

2月20日(水) 木村雅一法律特許事務所

13:00〜17:00

時間

■ □ ■ 完全予約制(各予約電話番号) ■ □ ■
道北法律事務所

01654-8-7080

木村雅一法律特許事務所

01652-9-7200

年末資金の融資をご検討の方は是非お越し下さい。

【日

時】平成２４年１１月２６日(月)
午前１１時〜午後４時まで
【会
場】名寄商工会館 ３階
【相談内容】運転資金・設備資金
※詳細はお問い合わせ下さい。
【必要書類】①申込書
②決算報告書(２期分)
【申込締切】平成２４年１１月１６日(金)

ベストウイズクラブでは「福祉制度キャンペー
ン」を１０月１日より１１月３０日まで実施していま
す。本キャンペーンは『商工会議所福祉制度』を会
員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉
向上にお役立ていただくことを主な目的としていま
す。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の
担当社員がお伺いした際には、是非ご協力いただ
きますようお願い申しあげます。

