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駅横の開発事業とし
て︑今春完成した賃貸
マンション７棟に続き︑
先般商業施設︵Ｑマー
ト︶がオープンしまし
た︒
市が開発を進めてい
ます駅横の複合交流施
設も︑いよいよ来春供
用開始となりますが︑
公募しておりましたそ Ｄにするほか老朽化したアーケ
の建物の名称が駅前交 ードの改修を行います︒
流プラザ﹁よろーな﹂
こちらは今年中に完成の予定
と正式に決まりました となっており︑来年以降も他の
︵応募は２０４件︶
︒来 商店街のアーケード改修︑ポケ
年４月より供用開始と ットパークの整備等も予定され
なり︑貸会議室︑バス ており︑駅前と商店街の環境は
ターミナル︑観光案内 大きく変わります︒
コーナーと当所︑観光
また︑これにあわせた賑わい
まちづくり協会等が事 づくりも進めようと新たなソフ
務業務を行います︒
ト事業も研究・検討を始めまし
一方︑商店街も賑わ た︒
いづくりの各種事業を
検討しておりますが︑ 商店街歩道の現状を再確認
その第１弾として︑名
よせ通り商店街のアー
去る七月十一日︑市と協議中
ケード改修工事も始ま
りました︒照明をＬＥ である商店街歩道整備事業につ

いて現状を把握するため
に︑商店街・市・会議所
合 同 に よ る 商店 街 歩 道検
証を実施しました︒
商店街の歩道は︑整備
してから十数年が経過し
て お り ︑ 今 回 の 検 証 で︑
波打ちが酷く歩きづらい
歩 道 や ︑ 歩 道 で 利 用 して
い る ブ ロ ッ ク の 破 損 ・凹
凸により躓く危険性のあ
る 箇 所 な ど ︑現 状 の 問題
点を再確認しました︒
駅横整備や商店街ファ
ザ ー ド 事 業 など ︑ 商 店街
活性化へ繋がる動きがあ
る中︑商店街へ訪れた方が安全
に歩行できる様に︑検証結果を
まとめ︑商店街歩道整備事業へ
取組んで頂けるよう︑市へ要望
していく予定です︒

歩道の現状を再確認
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要

第五十八 回通常 議員総会 が去る
六月二十七日に 開催され ︑平成二
十三年度事業報 告並 びに 収支決算
報告について審 議され︑ 原案通り
承認されました︒

概
平成二十 三年度 ︑名寄市 におい
ては︑震災直後 は人事異 動時期と
重なり︑多くの 名寄駐屯 地隊員が
被災地支援のた め派遣さ れ︑市民
の中には自粛ム ードが漂 い︑歓送
迎会の中止が
相次ぎ︑市内
の経済は大き
な影響を受け
ました︒
また︑被災
地支援に赴い
た名寄駐屯地
より支援地域
の幼稚園︑
小・中・高等
学校などに応援 メッセー ジを届け
たいとの依頼が あり︑当 所が中心
となって名寄市 内の各学 校に依頼
して応援メッセ ージを集 め︑被災
地や支援隊員の 激励に向 かわれた
加藤市長を通じ て現地に 送られ︑
精神的復興支援を行いました︒
駅横関係では︑㈱西條の取得し

る結果になりました︒
年末年始名寄 地区全市 連合大売
出しは︑イベン トとの連 携を目的
に二月十二日の 雪質日本 一フェス
た部分について 七月にア パート建
ティバル会場で 抽選が行 われ︑会
設が着工され︑ 十二月に は七棟が
場にはあふれん ばかりの お 客様で
完成しました︒ 商業施設 部分につ
賑わい大いに相乗効果が出 ました︒
いては︑平成二 十四年八 月完成 に
三．工業振興に関する事業
従来実施 してき た工業視 察は︑
向けて着工され たところ でありま
す︒
都合により実施 できなか ったこと
は残念でしたが ︑新年度 に向けて
︵仮称︶複合交通センターは十
二月十九日に工 事安全祈 願祭が行
実施目的をはっ きりさせ ︑新たに
計画を立てることにしました︒
われ︑いよいよ 平成二十 五年三月
完成を目指し着工されました︒
四．運輸観光に関する事業
名寄ブランド 販売拡大 事業にお
五月には道立 公園サン ピラーへ
きましては︑八 回に亘る 市内︑道
アジサイ三十株 を植栽し ました︒
内外のイベント や商談会 等に出店
九月には︑視察 会を実施 ︒商業施
し更なる販売の拡大に努め ました︒ 設と花に関する 施設見学 で﹁新千
歳空港内の商業施設﹂︑﹁北広島の
事業活動概要
三井アウトレットパーク 北広島
店﹂︑﹁恵庭市えこりん村﹂︑﹁旭川
市永山町にある 上野ファ ーム﹂を
回りました︒
また︑四月定 例会では 天文台職
員から説明を受 けたほか 九月移動
定例会ではなよ ろ天文台 を視察し
ました︒二月の 定例会に は︑市に
要望していた﹁観光振興計画︵案︶﹂
が出来上がり︑ 名寄市の 営業戦略
室より説明を受けました︒
五．労務厚生に関する事業
第六十回優良 従業員表 彰式 を一
月十八日の新年 交礼会に 併せて実
施しました︒受 賞事業所 数十七︑
受賞者三十七名 が晴れて 受賞の栄
一．地域振興に関する事業
九月七日には ﹁東北・ 北海道商
工会議所連絡会 議﹂が山 形県酒田
市で開催された のを機会 に︑姉妹
都市の山形県鶴 岡市藤島 町を正副
会頭︑専務理事 が訪問し ︑出羽商
工会との経済界 同士の交 流を実施
いたしました︒
二．商業振興に関する事業
平成二十三年 三月末 に 販売した
プレミアム付地 域商品券 は名寄市
からの補助を受 け︑販売 総額一億
円で実施しまし たが︑東 日本大震
災直後とあって ︑自粛ム ードが広
がった中で︑販 売目標を 若干下回

に浴しました︒
また︑会員親 睦事業と してパー
クゴルフ大会を 六月に開 催し︑三
十三名の参加︑またゴルフ大会は︑
七月に開催し︑ 六十四名 の参加が
ありました︒ま た各種会 員共済は
五〜六月︑十月 〜十一月 のアクサ
生命㈱によるキ ャンペー ンにおい
て職員と推進員 との連携 により目
標を上回る結果 を残すこ とが出来
ました︒
六．その他の事業
従来より︑部 会活動が 少ないの
が課題とされて おりまし たが ︑十
月十七日には︑ 名寄市へ の要望事
項について初め て正副部 会長・部
長による意見交 換を行い ︑部会活
性化の一歩を踏み出しました︒
また︑調査関 係では毎 月早期景
気観測調査 Ｌ
( ＯＢＯ調 査 を
) 実施
するとともに六 月には空 き地空き
店舗調査を︑九 月には交 通量調査
を︑八〜九月に は消費者 動向調査
を実施し︑市内 中小企業 や商店街
を取り巻く経済 環境の実 態把握に
努めました︒
青年部では︑ 東京都杉 並区や中
野区のイベント への物産 販売を行
うなど道外との 交流を推 進すると
ともに︑地元イ ベントに 積極的に
参加支援をいた しました ︒また十
一月には﹁名寄 ＹＥＧ創 立五周年
記念パーティー ﹂を開催 し︑五年
の足取りを振り 返るとと もに新た
なる一歩を踏み出しました︒
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名寄商工会議所平成２３年度決算概要
★会費等収入（18,783千円）

★繰越金（1,305千円）

会議所一般会費・議員特別会費
による会費収入です。

2%

★雑収入（8,524千円）
外郭団体事務手当等による
収入です。

13%

28%

8%

★手数料収入（5,336千円）
共済制度・労働保険事務組合
での手数料収入です。

★事業収入（3,505千円）
検定収入・新年交礼会会券収入
等による収入です。

38%

5%

★補助金収入（26,346千円）

商工会館の貸室・貸催事場に
おける収入です。

6%

北海道・名寄市等から商工振興・
相談指導事業の補助を受けました。

★貸室・貸館収入（4,034千円）

★一般会計（34,185千円）
★共済制度・
労働保険事務組合特別会計
（5,755千円）

7%

共済制度・労働保険事務組合の
業務推進と普及・加入促進を行
いました。

37%

当所運営の柱となる委員会・部会
活動・永年勤続表彰、各種検定事業、
地域振興に関する事業、提言･要望
活動を実施しました。

8%
48%

企業の経営力向上を目指した施策
普及、経営改善への相談指導を
実施、緊急雇用安定事業の実施
など行ないました。

★商工会館特別会計（4,879千円）
会員企業等への特別催事、各種会議の
貸館管理、営繕維持を行ないました。
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照井印章堂の佐藤芳夫さんが９９のスコアで優
勝されました。

第５回会員親睦ゴルフ＆パークゴルフ大会

快晴の青空の 中︑多数 ご参加頂
き︑ありがとうございました︒
結果は次の通りです︒
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６ 位 若梅 謙次郎

七月二十二日 ︑名寄ゴ ルフ場・
なよろ健康の森 にて︑第 五回会員
親睦ゴルフ＆パークゴルフ大会が
行われました︒

【成

★中小企業相談所特別会計
（26,246千円）

去る七月六日︑七日の両 日︑ロ
ワジールホテル 旭川にお いて︑約
四百五十名の参 加で全道 商工会議
所大会が盛大に開催されました︒
当所から は木賀 会頭はじ め十名
で参加しました︒
今大会は ﹁北海 道経済再 生と活
性化を目指して ﹂をテー マに︑道
内四十二商工会 議所 が一 堂に会し
て︑個性ある地 域経済社 会の実現
と︑新たなる北 海道の創 造に向け
て開催されました︒
大会では︑
﹃中小企業対策の推
進﹄をはじめ︑道内各会議所から
提案があった十
六の議案と﹃電
力の安定需給に
ついて﹄﹃北方領
土返還の早期実
現について﹄の
二つの特別議案
の説明があった
後︑小樽商工会
議所山本会頭よ
り﹁大会決議﹂を発表し︑満場一
致で決定しました︒第二部では︑
㈱日本総合研究所高橋進理事長よ
り﹃日本経済再生の戦略﹄と題し
てご講演がありました︒
なお︑次年度 の開催地 は苫小牧
市となりました︒

◇ ◆ ◇

施行日

受付期間

第132回
簿記検定試験

1〜4級

11月18日(日)

9/28(金)〜
10/19(金)

台丸谷 麻由
(だいまるや まゆ)
６月より勤務しています。
よろしくお願いします。

道北法律事務所

01654-8-7080

名寄ひまわり基金法律事務所

01654-3-7115

木村雅一法律特許事務所

01652-9-7200

〜会員募集中〜

１１月２１日（水） 木村雅一法律特許事務所

新しく事業を始めら
れた方をご存知でし
たらご紹介下さい

■

□

■

完全予約制(各予約電話番号)

■

□

■

連絡先

日

月

無料法律相談情報 ◇ ◆ ◇

◇ ◆ ◇

サンルダム
建設促進天塩川流域大会
去る六月 二十九 日︑名寄 市民文
化センターにおいて︑
﹁サンルダム
建設促進天塩川 流域大会 ﹂が開催
されました︒
会場はダム
流域内首長や
議長︑商工業︑
住民 などの四
百 人 近 く が来
場 し ︑ 熱気あ
ふれる 大会と
なりました︒
冒頭︑主催
者を代表して︑ 天塩川治 水促進期
成会会長の加藤 市長︑サ ンルダム
建設促進名寄市 民会議代 表 の木賀
会頭より挨拶が あり︑続 いて︑来
賓として国会議 員や道議 会議員か
ら激励の言葉が寄せられました︒
そして︑流域 で活動を する方々
から︑事例や決 意が述べ られ︑最
後に大会宣言
をして幕が閉
じられまし た︒
決意表明の
された方々は
ダムの必要性
を強く語られ
ておりまし た︒

予約専用電話

☆新職員紹介☆
アクサ生命保険㈱推進員

級

飲食
飲食
軽運送・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

検定試験施行情報 ◇ ◆ ◇

西２南７
西４南５
大通北２

□

0166‑72‑5004

海旬屋う美○
パブバレンティノ
㈲サンピア

■

完全予約制

■

□

■

飲食
旅客自動車運送
宅急便
不動産
飲食

10：30〜16：00

西４南５
徳田2 71‑5
徳田2 85‑3
東１南９
西４南１０

１１月１３日（火）

居酒屋みのり
㈲川原観光名寄支店
佐川急便㈱名寄支店
ファーミールハイツ
ほっともっと名寄店

10：30〜16：00

ご入会頂きましてありがとうございました

検定試験

種

１０月１０日（水）

業
飲食

10：30〜16：00

住 所
徳田8 9‑1

９月１１日（火）

事 業 所 名
㈲ベレーキャップ

■

間
時
日
月

平成２４年８月３１日 (４)
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◇ ◆ ◇ 社会保険事務相談所開設情報◇ ◆ ◇

９月１９日（水） 道北法律事務所

１０月１７日（水） 名寄ひまわり基金法律事務所

(５) 平成２４年８月３１日
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去る八月七日 〜八日に 江別市︑
札幌市において 工業振興 委員会視
察研修を行いました︒
今回は第一の テーマと して﹁環
境保護活動﹂に ついて学 習してま
いりました︒人 工湿地技 術を開発
している㈱リー ドネット という会
社のシステムを 実用化し た㈲小林
牧場にお邪魔し ました︒ その名の
通り︑立派な牛舎を持つ牧場です︒
人工湿地とは︑ヨシを植えて
段々畑のように 複数設置 した湿地
で︑排水を下段 に流しな がら徐々
にろ過する仕組 みです︒ 畜舎の排
水には牛乳やふ ん尿が混 じり︑高
濃度の有機物などが残留し ますが︑
これを化学薬品に頼らず湿地に生
息する微生物などを使って 分解し︑
浄化した水は牛 舎の洗浄 などに再
利用し︑資源循 環が出来 上がりま
す︒
このシステム の最大の メリット
は環境に優しく ︑従来型 の﹁活性
汚泥法﹂などと 比べ初期 費用は半
分以下︑仕組み は極めて シンプル
な事です︒現在 道内外十 二ヶ所の
酪農場などで実用化されていると
のことです︒

第二のテ ーマは ﹁ものづ くり﹂
として︑北洋銀 行ものづ くりテク
ノフェア二〇一 二を見学 してまい
りました︒会場 の中には 約一六〇
社もの企業が各 々のブー スで宣伝
をしていました︒
﹁環境・エネルギ
ー﹂︑﹁産学官金連携﹂ など多種多
様な製品が並べ られてお り︑多く
の来場者で賑わ っており ︑大変有
意義な時間を過 ごすこと が出来ま
した︒

マル経融資制度
【無担保・無保証・低金利】

日本政策金融公庫

■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

小規模事業者の方々をバックアップ！
融資の使 途
ご融資額
返済期間

運転資金
設備資金
1,500万円以内
7年以内
10年以内

(うち据置期間)

（1 年以内）
（2年以内）
1.75％（H 24.8.10現在）

利 率
担保保証人

一切不要

【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

■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。

『商工会議所福祉制度』キャンペーンのお知らせ
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日まで実施いたします。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。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた
様々な保障ニーズにお応えするものです。
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。
※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の
商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

名寄商工会議所

【電話】 ３−３１５５

七月三日午後 七時より ︑名寄商
工会館において︑ 社
( 名
) 寄地方法
人会名寄会など の主催に よる経営
活性化セミナー ﹁お金を かけずに
経営改善 繁盛 の秘訣﹂ を開催し
約三十名の参加がありました︒
講師の㈱アチ ーブメン トストラ
テージ代表で経 営コンサ ルタント
の富田栄太さんより︑
﹁経営の成果
は経営者に左右 されてい る︒経営
目的を明確にし ︑五年後 にはどの
ようになってい るの か目 標を具体
的な数字で決め ︑計画を 立てる事
が大切である︒ 目標が狂 ったとき
には︑目標との ギャップ を埋める
ために計画を見 直し︑課 題を見つ
け︑どう取組む かを決め る事が経
営者の役割である﹂とした︒
参加者は︑
講師の話に
熱心に耳を
傾け︑今後
の経営に役
立てるべく
メモなどを
とりながら
知識を深め
ていた︒

二〇一二年夏 ︑国にお いて各地
域における電力 受給対策 が固まっ
たことを受け北 海道でも 一昨年に
比べて七％以上 の節電に むけた取
組が必要となりました︒
このよう な中︑ 全道の四 十二会
議所が一体とな った﹁全 道商工会
議所エコ宣言行 動﹂を実 施するこ
とになりました︒
商工会議 所及び 会員企業 様が自
ら環境に配慮し た事業活 動を宣言
し︑
﹁エコ帳﹂を活用することによ
り エ ネ ル ギ ー 消 費 量 や Ｃ Ｏ ２の 排
出量を抑えた﹁ 低炭素経 営﹂を実
現させ︑企業の コスト削 減や業務
改善︑そして節 電に役立 てていこ
うというものです︒
このエコ宣言 に参加申 込み頂く
と︑会議所より ＩＤ・パ スワード
が 送 ら れ て き ま す ︒﹁ エ コ 宣 言 行
動﹂ホームペー ジからロ グインす
ると︑各企業ご との﹁エ コ帳﹂が
作成されます︒
エコ帳に 光熱費 ・使用量 を毎月
入力するだけで ︑節電効 果の様子
がグラフとなって表示されます︒
是非︑節 電対策 としてご 活用頂
きますようお願い申し上げます︒

ECO 宣言行動のホームページにログイン

月毎に光熱費料金・使用量を入力

データ入力終了

商工会議所から ID・パスワードのお知らせ

商工会議所青年部

平成二十 五年八 月三十日 〜三十
一日にかけて﹁ 日本商工 会議所青
年部第二十六回 北海道 ブ ロック大
会名寄大会﹂が行われます︒
来年︑名寄Ｙ ＥＧが主 管する北
海道ブロック大
会は﹃揺るぎな
いこの道北︵ち︶
から︑変進︒
﹄を
スローガンに掲
げ︑開催してい
く予定です︒
来年は︑北海
道はもちろんの
こと︑日本全国
より多くのＹＥ
Ｇ仲間が名寄の
地 に集 結する 為 ︑
この地域の良い
ところをＰＲし
ていき︑また︑
地域の活性化に
繋がるよう考え
て おり ますの で ︑
会員企業の皆様
のご支援・ご協
力をよろしくお
願い致します︒

参加申請書を商工会議所に FAX

平成２４年８月３１日 (６)
〜名寄商工会議所会報〜
第１６１号

