名寄商工会議所
会頭 木賀 義晴

新年明けましておめでとうご
ざいます︒平成二十五年の新春
を迎え︑会員の皆様︑関係する
皆様に謹んでお慶び申し上げま
す︒
昨年わが国は︑内政︑外交と
もに逼迫した状況にある中︑政
権交代という大きな決断が下り
ました︒新内閣には︑わが国の
山積する課題に対し︑機動的か
つ実効ある対策をこうじ︑大震
災被災地の復興と︑日本経済の
再生を一日も早く実現するよう
強く期待しております︒
北海道にとりましては︑北海
道新幹線札幌延伸が認可着工す
るという嬉しい出来事がありま
したが︑札幌延伸が北海道経済
に大きな影響をもたらし︑道北
にもその効果が現れるのはまだ
未知数のことであります︒
北海道経済は︑個人消費が低
迷する中︑公共事業の削減や外
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名寄商工会議所

名寄市西３条南５丁目
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国人観光客の減少︑更には景気
の先行き不安と相俟って︑なか
なか回復せず悪化の傾向にあり
ます︒また︑三月に期限を迎え
る金融円滑化法終了により中小
企業への影響が危惧されており
ます︒
名寄地方は︑昨年農業の収穫
がよく地域経済に良い影響が出
ております︒また念願でありま
したサンルダムの事業継続が決
定し︑風連地区及び自衛隊名寄
駐屯地等への給水の見通しが出
来ました︒また︑名寄市長の努
力により名寄市発注の事業がこ
の地方においては比較的確保さ
れ︑一定の成果は出ております
が︑北海道と同様に全体的な事
業量減少により︑雇用と地域経
済への影響は限られたものにな
っております︒
加藤市長が進める交流人口の
増加による地域の活性化は︑
徐々に歯車が回ってきており︑
商工会議所もその一翼を担って
活動を進めております︒南相馬
市や東京都杉並区との交流で子
供たちや︑物産交流などが進め
られておりますが︑商工会議所
としては風連商工会とともに東
京商工会議所杉並支部との交流
を視野に入れておりますし︑青
年部も煮込みジンギスカンの売
り込みに各地との交流をしてお
ります︒

名寄市は︑東洋経済新報社が
調査をする全国都市の﹁住みよ
さランキング﹂で毎年道内一位
〜三位でありますが︑これは各
分野の先人が努力して築いた財
産であります︒名寄市の良さを
資源としてもう一度見直し︑付
加価値をつけて進化させる義務
が私たちにはあると思います︒
そのためあらゆる団体︑グルー
プ︑個人が業態︑性別︑年齢を
問わずお互いが胸襟を開き闊達
な議論をしながら住みよい街づ
くりにまい進することが必要で
あります︒私たち商工会議所は
地域総合経済団体として地域経
済を盛り上げるため総合力で活
動することです︒幸い﹁子供の
歓声が聞こえる商店街﹂を目指
して商店街連合会の活動が名寄
大学やＭＯＡの協力を得て進め
られ︑商工会議所青年部が農業
青年と連携して活動を進め︑商
店街婦人部と農業女性グループ
との連携による農産物の販売と
地方発送が実施され︑そして全
国に通用する名寄ブランド作り
への挑戦などその芽は徐々に広
がり︑厳しい環境ですが活動が
進んできました︒
人口が暫減する中で︑課題は
沢山ありますが︑高齢者や女性
の活躍する環境と若者の働く場
の確保︑そして何より自衛隊現
員確保は街の活性化に大切な事

業であり︑積極的に取り組まな
ければなりません︒
昨年一年間市議会において議
論されました﹁駅前交流プラザ
よろーな﹂も三月には完成し︑
商工会議所も移転入居すること
となりました︒昭和二十五年設
立された名寄商工会議所として
は四箇所目の事務所となります︒
昭和四十八年から四十年間に亘
り現在地において︑地域経済の
発展と名寄市のまちづくりにつ
いて活動してまいりましたが︑
今後もその精神は変わらず商工
会議所設立の﹁初心﹂に帰って
一層努力し︑厳しい中でも名よ
せ通り商店街のアーケード改修
が一段落し︑他の商店街も年次
を追ってリニューアルされる中
心市街地の賑わいづくりは勿論
のこと︑何よりも地域経済の拠
点としての役割をつとめ︑会員
の皆様とともに発展に努力して
まいります︒
皆様のより一層のご支援︑ご
協力を賜りますようお願い申し
上げます︒
最後に︑会員事業所のご繁栄
とご健勝をご祈念申し上げ︑新
年のご挨拶といたします︒

当 所 第一 三八 回臨 時 議員 総 会
が 十二 月十 七日に 開か れ︑ 四月
の 事務 所移 転に伴 い︑ 積立 額約
三 七〇 〇万 円を取 り崩 す商 工会
館 建設 資金 積立金 特別 会計 補正
予算が承認された︒
取 り 崩し 額の うち ︑ 二三 〇 〇
万 円は ︑駅 前交流 プラ ザ﹁ よろ
ー な﹂ を中 心とし たソ フト 事業
に 対す る応 分の負 担と して 市へ
拠 出︒ 他に 事務所 の機 器・ 備品
購 入︑ 内部 造作・ 備品 修繕 ︑引
越 費用 等に 約一〇 〇〇 万円 ︑施
設 完成 と当 所移転 を記 念し た行
事 とし て講 演会・ 祝賀 会費 約二
五〇万円などに充てる︒
記 念行 事は 四月六 日を 予定 し︑
記 念講 演会 は経済 アナ リス トの
森 永卓 郎氏 を招き ︑新 施設 の大
会議室で行う︒

売却予定の現商工会館

〜永年の功績を称え〜

第六十一回優 良従業員 表彰式 と
当所産業表彰を 平成二十 五年一月
二十一日︵月︶ にグラン ドホテル
藤花で開催しま す︒尚︑ 新年交礼
会・新春特別講 演会と併 せて行い
ます︒受賞者は次の通りです︒

一名
三名

一名
一名
一名
一名

︻産業栄誉賞︼
㈱西條
代表取締役社長
西條 敬弘
︻産業功労賞︼
㈲千虎
代表取締役社長
谷口 良春
㈱清水金物店
代表取締役社長
清水 嗣貴
︻産業奨励賞︼
創作キッチンたまさぶろう
店主
志々見 敦
㈲トータルメンテナンス
代表取締役社長
松下 賢二

︻勤続三十五年︼
㈲東洋製麺
北昭産業㈱
㈱ひまわり
㈱西條
︻勤続三十年︼
㈲アクシス
㈱西條

名寄美装工業㈱
一名
︻勤続二十年︼
㈱名寄ゴルフ倶楽部
一名
㈱名文堂
一名
㈱岡根塗装
一名
北海舗道㈱
一名
︻勤続十年︼
㈱真鍋組
一名
㈱名文堂
三名
㈱坂下組
二名
㈲岩守産業
一名
㈱西條
一名
新光電気㈱
一名
㈱名寄振興公社
二名
北建工業㈱
一名
北海舗道㈱
二名
㈱緑や
二名
㈱グランドホテル藤花
一名
︵以上︑十八事業所三十名︶

■事務委託をした場合の利点
○事務組合が一括して事務処理を致します
ので、事業主の事務負担が軽減されます。
○労働保険料を金額にかかわらず 3 回に分
割して納付することが出来ます。
○事業主及び家族従事者も労災保険に加入
することが出来ます。

記念講演会の講師
森永卓郎氏

また︑現商工会館のあり方に
ついても協議が行われ︑有益な
利 活用 が図 られ るよ うな 企 業
に 売却 をす ると いう 方向 性 と
なり︑まずは会員の皆様に取得
意向調査を行うこととし︑今月
か ら三 月を めど に取 得を 希 望
す る会 員と ヒヤ リン グを 行 う
こととしました︒
※現商工会館の概要
・名寄市西三条南五丁目十一番
地・十二番地
・建物 昭和四三年十一月
建築・登記
一階３８２．８６㎡
二階３７８．６６㎡
三階３７８．６６㎡
︵用途区分 事務所︶
・土地
十一番地５１５．７０㎡
十二番地５１５．７０㎡
※詳細は事務局にお問い合
わせ下さい

■人不足で事務処理をする余裕がない
■労働保険の年度更新が難しい
■事業主及び家族従事者も加入したい
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例年行っ ている 名寄市へ の要望
書の提出を︑去 る十一月 二十九日
風連商工会並び に名寄商 工会議所
青年部と共に名 寄市長様 ・名寄市
議会議長様宛に提出しました︒
要望項目は︑
一︑地域振興推進について
道路交通網の整備促進ほか五件
二︑中小企業振興対策について
公共事業創出・確保対策ほか三
件
三︑商工業振興について
商店街景観整備事業等 ほ か五件︑
以上十六項目の 重要課題 について
要望しました︒
名寄商工 会議所 青年部 か らは︑
今年八月三十日 から九月 一日まで
の三日間名
寄市で開催
される﹁第
二十六回北
海道ブロッ
ク大会﹂へ
の助成等支
援をお願い
いたしまし
た︒
名寄市へ
の要望活動は︑ 昨年より 風連商工
会と連携を図り ︑一緒に 行ってお
ります︒

名寄商工 会議所 では会員 企業の
去る十一 月三日 ︑グラン ドホテ
福利厚生事業と して第一 回ボウリ
ル藤花にて︑
﹁国際ソロプチミスト
ング大会︵労務 厚生委員 会＝委員
名寄主催第五回 チャリテ ィー名寄
長 西川 剛弘︶を十二月九日
名士名人会﹂が行われました︒
日 に行いました︒初 めての大会
当所からは︑木賀会頭が出場し︑
(
)
でしたが︑三十 二名の方 が参加し
副会頭・職
ていただき︑無 事終了す る事がで
員も一緒に
きました︒次回 も沢山の 参加宜し
参加致しま
くお願いします︒
した︒
尚︑成績は次の通りです︒
十五年ぶ
りというこ
と も あっ て ︑
他の出演者
の方々が気
合の入った
歌や踊りを
披露してい
る中︑我ら
商工会議所
真鍋副会頭
は木賀会頭
メインで︑
吉幾三の
﹁男の舟
歌﹂をコー
西川労務厚生委員長
ラス付で歌
いました︒
会場は︑
観客の笑い声や ︑手拍子 ︑拍手な
どで溢れ︑大変 盛り上が ったステ
ージとなりました︒

一般財団法人流通システム開発センターは、従

来の「JAN 企業コード」の名称を国際標準に対応し、

「GS１(ジーエスワン)コード」へ変更することとなりま

した。尚、今回の変更は名称のみで、利用方法につ

いては、一切変更ございません。従いまして、JAN 企

業コードの受付業務についても従来どおりです。よろ

この度、会員共済春のキャンペーンに、当所会
員の皆様および会員共済にご契約をいただいてお
ります皆様のご協力・ご支援をいただきまして無事
終了することができました。ありがとうございまし
た。
また、キャンペーン実施の際にご訪問させてい
ただきました皆様及びご契約をいただきました皆
様には、誠にありがとうございました。お蔭様で目
標を達成することができました。併せてお礼申し上
げます。
名寄商工会議所職員
アクサ生命保険㈱名寄分室推進員

しくお願い申し上げます。

氏名

順位

優勝

南原

真一

2位

吉田

徹

3位

前田

勉

4位

下田悌津夫

5位

和田

敏明

6位

大沼

正夫

7位

明石

欽弥

8位

竹内

利行

9位

村山

聡

10 位

真鍋

和一
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※但し、代理送信の場合、電子証明等特別控除は受け
れません。

手続き

①電子申告開始届出書の作成
②代理送信承諾書に署名・捺印のみ

昨年︑十二 月二十一 日より名寄
地区全市連合 大売り出 し︵なよろ
販売促進事業 委員会 ＝ 委員長 松
前 衛︶が始まりました︒
消費者への サービス やお店のＰ
Ｒなど︑販売促進へ繋げると共に︑
冬の一大イベ ント﹁雪 質日本一フ
ェスティバル ﹂を盛り 上げたく会
場で大抽選会を行います︒

︻抽選券配付期間︼
平成二十五年一月二十日 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
︻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 雪(フェス会場内 )
・二月九日 十時〜十七時
十日 十時〜十二時
※当選番号掲示 雪(フェス会場内 )
・二月十日︑十一日の二日間︑
︻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
当所のパソコンより、所得税・消費税の確定申告
書を本人に代わって税理士の先生が、インターネッ
トを通して税務署へ申告する事が出来るようになり
ました。代理送信をすると、納税者本人の電子証明
書を取得する必要がありません。

平成２５年１月１日 (４)

名寄商工会議所では、皆様の確定申告・消費税に
関するご相談をお受け致します。必要書類等をご持
参の上、ご来所下さい。
※提出期限直前は、大変混み合いますので、お早め
にお越し下さい。

電子証明書をお持ちの方で、自宅にパソコンがない
方は、当所のパソコンを利用して申告出来ます。
事務局がサポートします。
社 会保険 事務相 談所 開設の お知 らせ
月 日
時 間
場 所
名 寄市 役所
2月 6日（ 水） 10：30〜 16： 00
3月 12日（ 火） 10：30〜 16： 00
名 寄市 役所
■ □ ■ 完全 予約制 ■ □ ■
予約専 用電 話
0166‑72‑5004
※ 商工会 議所移 転に 伴い会 場が名 寄市 役所に 変更 に
なって おりま す。 お間違 いのな い様 お願い しま す。
検定 試験 のお知 らせ
検定 試験
級
受 付期 間
施 行日
第7 1回
12/20(木)〜
3級
2月20日(水)
販 売士検 定試験
1/28(月)
第133回
1/8(火 )〜
2 〜4級 2月24日(日)
簿記検 定試験
1/25(金)
簿 記検定 料

2級 4,5 00円
4級 1,6 00円

販 売士検 定料

3級 4,0 00円

日本政策金融公庫

【無担保・無保証・低金利】

小規模事業者経営改善資金
小規模事業者の方々をバックアップ！

【主なご利用条件】
■商工会・商工会議所の経営指導を 6 ヶ月以上受けている方
■所得税・法人税・事業税・道市民税を完納している方

3級 2,500円

名寄商工会議所 新年交礼会

無料法律相談のお知らせ
連絡先

月 日
1月16日(水) 道北法律事務所

13:00〜17:00

時間

2月20日(水) 木村雅一法律特許事務所

13:00〜17:00

3月20日(水) 道北法律事務所

13:00〜17:00

■ □ ■ 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

◇第 61 回優良従業員表彰式
◇新春特別講演会

16:00
17:00

講師 政治アナリスト 伊藤 惇夫 氏
入場無料 ※詳細は別添チラシをご覧下さい

◇新年交礼会
会費

４，０００円

【場所】グランドホテル藤花

18:30

