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〜名寄商工会議所会報〜
(1) 平成２３年５月３１日

名寄商工会議所

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

平成二十三年度事業計画並び に乏しく︑低迷状態が続いてい
に収支予算を審議する臨時議員 る︒
総会が三月二十八日に開催され︑ 更に三月十一日に発生したか
審議・承認された事業計画の概 つて経験したことのないマグニ
要は次の通りです︒
チュード九．〇という大地震に
よる津波被害で東北から関東に
︻
事業計画︼
世界情勢は︑中東諸国を中心 かけての地域が壊滅状態となっ
に政情不安が続いている︒
ている︒加えて︑福島原子力発
わが国の経済は︑景気の緩や 電所の事故も予断を許さない状
かな回復の動きが見えているも 況にあり︑政治・経済の混乱は
のの︑地方においてはその実感 避けられないところであるが︑

復興支援に向けて日本はもとよ
り世界各国が支援活動に動いて
いる︒一日も早い復興を望むと
ころである︒
北海道においても︑公共事業
の減少や売り上げの低迷など中
小企業は依然として厳しい経営
を強いられている︒こうしたな
かで︑中小企業を取り巻く経済
環境は依然回復に至らず︑雇用
情勢の悪化が続き︑地域を支え
る中小企業への支援対策も打た
れているが︑なかなか期待した
効果が感じられない︒そのよう
な状況下で︑時代の変革に対応
した地域からの活力を強め︑変
革への積極的な取組対応が必要
となっている︒
名寄市の中心市街地の活性化

においては︑商工会議所も駅横 る︒
への移転を決議し︑複合交通セ
商工会議所の運営基盤となる
ンター 仮(称 は
)今年度基本設計 会員組織についても拡充強化す
から詳細設計へと歩みを進める︒ るべく︑会員加入促進を図る︒
㈱西條の駅横開発についても複
また︑会議所運営基盤の強化
合交通センターとの一体的開発 のための組織強化と財政健全化
で︑大きな期待がかかっており︑ に向けて検討協議を進める︒
以上︑当会議所に課せられた
早期の着工完成が待たれる︒
昨年見直しが図られた防衛大 使命を認識するとともに︑力強
綱ならびに中期防衛整備計画は︑ い地域活性化に向けて役議員・
心配された北海道の自衛隊員の 職員一丸となって﹁地域のため
大幅な削減が見られなかったの の商工会議所﹂として︑平成二
は幸いだったが︑国防上の懸念︑ 十三年度の重点事業・特別事業
特に北方への脅威は去っておら と事業細目を以下のとおり定め︑
ず︑第四高射特科群の削減の報 積極的な商工会議所事業活動を
推進していくこととする︒
︻重点事業項目︼
Ⅰ 中小・小規模事業の経営
安定化対策の推進
道に対して︑今後とも名寄市と
充分連携を図りながら︑自衛隊 Ⅱ 政策提言要望活動と地域
振興事業の推進
名寄駐屯地の現体制維持に向け
Ⅲ 特産品開発育成と販売促
て運動を展開する︒
進並びに農商工連携と産
昨年度に実施した﹁地域資源
学連携の推進
∞全国展開プロジェクト事業﹂
は地域特産品の開発に新しい芽 Ⅳ 商工業・観光振興事業の
推進
が出てきたところであり︑引き
Ⅴ 組織強化対策と会員の福
続き特産品の販売促進に向けて︑
利厚生・サービス向上
今年度も名寄市からの支援を受
け事業を継続して行く︒更に︑ Ⅵ その他の事業
産学連携としての名寄市立大学 ︻特別事業項目︼
との連携関係強化を図っていく︒ 一 北方領土返還運動の推進
会員事業所への対応について 二 北海道新幹線建設促進運 動
は︑親しみやすい商工会議所を 三 北海道開発局の体制維持
と北海道開発の枠組み堅
目指し︑事務局職員が全会員事
持について
業所を訪問するように巡回訪問
を実施するとともに︑職員の自 四 自衛隊の現体制維持につ
いて
覚と資質向上に一層の努力をす
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名寄商工会議所平成２３年度収支予算概要
2％

■繰越金(1,386 千円)

■会費等収入(21,820 千円)

12％

■雑収入(8,073 千円)

32％

外郭団体事務手当等の金額です。
6％

■補助金収入(28,415 千円)
北海道や名寄市から商工振興、相談
指導事業、地域資源を活用した商品
の販路拡大事業等の補助金です。

6％

42％

会議所一般会員会費・議員特
別会費や検定事業・新年交礼
会券収入等の事業収入です。

■手数料収入(4,350 千円)
共済制度(団体保険)・労働保険事
務組合での手数料収入です。

■貸室貸館収入(3,988 千円)
商工会館の貸室・貸催事場におけ
る収入です。

■法定台帳(240 千円) ■積立金(2,850 千円)
4％

■事務組合会計(2,689 千円)

5％

労働保険事務組合業務と普及
促進を行います。

■一般会計(27,380 千円)
4％
40％

8％

■共済制度(3,186 千円)
共済制度の普及促進を行います。

当所運営の柱となる委員会・部会
活動、永年勤続表彰、各種検定試
験等の実施、地域振興に関する事
業、提言・要望活動を行います。
又、地域資源を活用した商品の販
路拡大事業等も行います。

■相談所会計(26,437 千円)
39％

■商工会館会計(6,046 千円)

住 所
東2北2
大通南7
旭川市
西8南5
大通南10
西15南6

業
種
マッサージ
眼科診療所
保険業
保険代理店
自転車販売修理
ｺｰﾋｰ豆卸・販売

会員募集中!!
新しく事業を始められた方をご存知で
したら是非ご紹介下さい。

去る三月十日︵木︶に日本電
信電話ユーザ協会と共催で参加
者三十一名の下﹁接遇応対マナ
ーセミナー﹂を開催しました︒
平成二十二年度の接遇応対マ
ナーセミナーのテーマは﹁ビジ
ネス電話応対マナーの基本﹂か
ら﹁クレームのポイント﹂︑﹁緊
張状態をリラックスにする方
法﹂などお客様満足度向上に繋
がるセミナーとなっていました︒
参加者は緊張した面持ちの中︑
様々な場面でのあいさつの方法
や︑お辞儀の方法などの基本か
ら︑実際の電話を使用し︑適切
な電話応対の方法や︑実践を交
えた練習をして講師から的確な
アドバイスを受けていました︒

マナーについて学ぶ受講者

◆顧問・参与・議員等の異動◆

事 業 所 名
ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ美Ｌｉｎｅ
なよろ眼科
三井住友海上火災保険㈱
㈲トライアングル
斉藤サイクルスポーツ
アムザック珈琲

人事異動等により︑当所顧問・
参与及び議員の異動がありまし
たので︑ご紹介いたします︒

新入会員のご紹介

︵二十三年五月十 九日付 ︶
︻顧問︼
自衛隊名寄駐屯地司令
岡部 勝昭様
︵二十三年四月一 日付︶
︻参与︼
名寄市経済部長
寺崎 秀一様
名寄労働基準監督署長
木村 敏宏様
名寄公共職業安定所長
佐藤 文男様
︵二十三年四月一 日付︶
︻役議員︼
北海道電力㈱名寄営業所長
戸江 斉也様

会員企業等への特別催事、各種会議へ
の貸館管理、営繕維持を行います。

企業の経営力向上をめざした
施策普及、経営改善への相談指
導を行います。
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ドの価値は受け 手である 消費者側

よる収益を獲得するもの﹂
﹁ブラン

域に埋もれた観光資源を再 整理し︑ ンを構築し名寄 地域の官 民が一体

をどう売り込む か﹂につ いて︑地

後半︑菅野氏 からは﹁ 観光資源

となり推進して いくこと などが提

機会を最大限に 活用した 戦略プラ

映画﹁星守る犬 ﹂ロード ショーの

たすばる﹂を名 寄市プロ モートの

にあり︑消費者 に良い経 験が蓄積

効率的な観光誘 致策の展 開を狙う

案された︒

要︒課題では︑
﹁地域資源の独自性

四月五日︵火 ︶午後七 時より名
されることで初 めてブラ ンドが生

﹁フットパス︵ 遊歩道の 事で自然

戦略的コンテン ツとした 可能性︒

寄商工会館で︑ 株式会社 シ︱・ア
まれる﹂
﹁つくり手の想いをいかに

や市街地など風 景を楽し みながら

を魅力として︑ 外部から の消費に

イ・エス計画研 究所の濱 田暁生氏
して消費者に伝えて行くかが重

ることにより︑ 地域の活 性化・自

三月二十五日 より︑当 所と風連

と大志プロジェ クト株式 会社の菅
また︑平成二十二年度に展開し

然環境との共生 など︑新 たな可能

商工会合同による︑
﹁プレミアム一

散策するもの︶ ルート﹂ を開発す

方向性﹂をテー マに地域 活性化セ

た︑新﹁なよろ ブランド 商品開発

性を発掘する事 が出来る と事例を

要﹂と説明︒

ミナーを開催︒ 市内企業 ・関係機

プロジェクト﹂の総括として︑
﹁製

〇％付き

野剛氏を講師に迎え︑
﹁観光戦略の

関から四十一名 が参加し ︑名寄市

紹介しながら説明︒
名寄市

今回の地

なよ ろ地域商 品券﹂を

の観光戦略について理解を 深めた︒ 品レベルは︑バ イヤー・ 専門家・
消費者の評価は 高いが︑ 市場の中

の観光戦

一万セット販売し︑完売しました︒

で﹃ヒット商品 ﹄として 高いブラ

域商品券は︑

名寄・風連

略として︑

して見立

地区で店頭

ンド力を持つた めには︑ 今後も商

今年は︑
﹁天文台﹃きたすばる﹄

てた連携

に緑色のス

濱田氏より︑
﹁なよろブランドの

イメージ

のオープン﹂
﹁映画﹃星守る犬﹄の

組織を構

テッカーの

千円︵緑色︶

発信﹂と

ロードショー﹂ など名寄 にとって

築し中心

ある参加店

名寄市を

﹁製品・

はビッグチャンス︒
﹁星﹂と﹁名寄﹂

となり︑

で利用できます︒

品の完成度を高 めて行く 努力が必

サービス

の話題性が高ま る中︑そ のブーム

事業を推進し︑ 経済活性 化を図る

※﹁なよろ地 域商品券 ﹂の利用

可能性﹂につい て︑地域 ブランド

としての

を一過性にせず ︑リピー ターや持

こととし︑名寄 市の事業 モデルと

期間は︑販売日 から平成 二十三年

の一種類︒

訴求﹂の

続的な﹃名寄フ ァン﹄を 創るきっ

して︑特産品を 活用した 地域活性

九月二十日︵火︶まで︒

一企業と

両面から

かけに出来るか どうかが 求められ

化モデルの紹介 ︒市立天 文台﹁き

要﹂と課題をあげた︒

のアプロ

るとした︒

の持つ意義として︑
﹁地域としての

ーチが必

道商工会議所大会に提出する議案を審議︑三十五

当所からは正副会頭等三役が出席︒第六十一回全

道北商工会議所正副会頭会議 が開催されました︒

去る五月十三日︑士別グランドホテルで第十回

二 日 間 とな り まし た ︒今 回 は﹁ 環

り ︑ 小 樽市 等 を視 察 し︑ 充 実し た

野 委 員 長を は じめ 五 名の 参 加と な

業 振 興 視察 研 修を 行 いま し た︒ 大

去 る 三月 二 十三 日 〜二 十 四日 工

労 働 保 険 料

案件を承認しました︒また︑記念講話として︑富

◇ ◆ ◇ 社会保険事務相談所開設情報◇ ◆ ◇
月 日
時 間
６月 ７日(火）
10：30〜16：00
■ □ ■ 完全予約制 ■ □ ■
予約専用電話
0166‑72‑5004

境マネジメントシステム︵エイ

5/23(月)〜
6/16(木)

良野商工会議所の荒木会頭から﹁ＴＰＰと北海道

7月9日(土)

チ・イー・エス︶﹂第一号事業所と

3級

経済に与える影響﹂︑日本銀行旭川荒木事務所長か

第68回
販売士検定

し て 登 録さ れ た共 和 紙業 ㈱ 様に 環

受付期間

境 保 全 活動 の 取組 み につ い てお 話

施行日

ら﹁震災と国内・道北経済︱影響と課題﹂をお聞

級

きしました︒なお︑次年度開催地は富良野市での

検定試験

を伺い︑大変勉強になりました︒

◇ ◆ ◇ 検定試験施行情報 ◇ ◆ ◇

開催となりました︒

全国保険協会が開催しているウォー
キングコンテストに当所会員名寄美装工業
㈱チーム(チーム未来)が総歩数の部で全道
１位、平均歩数の部では２位と大健闘の結
果が出ました！２位の札幌市のチームと比
較しても約３倍の歩数でした。
皆様の事業所でも健康づくりに実施しませ
んか。お問い合わせは当所まで。

平成２３年５月３１日 (４)
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（労災・雇用保険）

第１期納入期限

平成 23 年 7 月 11 日(月)

◆職員異動のお知らせ◆

︻退職︼

当所職員佐藤奈美子

が三月末日をもって

退職となりました︒

皆様には大変お世話になり︑あり

がとうございました︒

︻新任︼

三月十五日より勤務しています︒

西脇

結花

どうぞよろしくお願いします︒

http://cci.nayoro.biz/kentei/

