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無料法律相談会岩見沢商工会議所
会　員　限　定

令和４年８月23日火
13:00〜15:00開催日時 相談員

～ささいなことでも
　　　　　お気軽に～

弁護士法人PLAZA総合法律事務所
　弁護士　馬 場 　 聡

バラあやめ部門
氏名：板山　敬次郎

【優秀賞】商工会議所賞
フリー部門　
氏名：原　聡彦

～　空知管内11商工会議所が空知総合振興局と意見交換　～

　いわみざわ彩花まつり実行委員会では、岩見沢の花を楽しんでいただく催しとして、フラワーフォトコンテストを開

催しました。

　その結果、バラあやめ部門115点、フリー部門100点、合計215点、90名の方々からご応募をいただき、その中から

13点の入賞作品を決定しました。

　ここでは、優秀賞　商工会議所賞のバラあやめ部門、フリー部門についてご紹介します。

　他の10点の入賞作品については、観光協会ホームページをご覧ください。

　フラワーフォトコンテスト入賞作品の展示会
を実施します。
●８月８日(月)～８月15日(月)
　　であえーる岩見沢　１階掲示板
●８月16日(火)～８月28日(日)	
　　いわなび　１階エントランスホール

《問合先》

いわみざわ彩花まつり実行委員会事務局(22-3470)

2022いわみざわ彩花まつり

フラワーフォトコンテスト入賞作品について

　７月12日（火）に空知総合振興局　白石局長と空知管内の11商工会議所会頭等により、空知地域の経済活性化

に向けた懇談会を感染症対策に万全を期しながら開催し、地域の課題等について意見交換しました。

　懇談会では、空知総合振興局より「コロナ禍等における道の緊急経済対策」として、「事業継続緊急支援金」

や「ほっかいどう認証店応援クーポン券」について説明があり、各地商工会議所から意見や要望が出されました。

また、管内の雇用情勢についても説明があり、新規学卒者の雇用について協力依頼がありました。

空知総合振興局・空知管内商工会議所会頭懇談会開催
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　新型コロナウイルス感染拡大により中止されていた全道商工会議所大会が、６月30日に旭川市において３年ぶり

に開催されました。

　大会には道内全42商工会議所が参加し、新型コロナウイルスによる景気停滞に加え、資源価格高騰の影響によっ

て厳しさを増す経営環境の改善に向けて、中小企業・小規模事業者への支援拡充や経済対策等の要望について協議

しました。岩見沢商工会議所からも29項目の具体的な要望を提案し、これらも含まれた議案となっています。

　決議された議案・特別提案議案は次のとおりで、この要望について７月21日・22日に松浦会頭も参加し、中央

要望を行っています。

■全道商工会議所大会決議議案

　  1．現下の危機的状況の打開に向けた景気・経済対策の迅速な実行について

　  2．北海道経済の更なる発展を目指した地域創生・プロジェクトの実現について

　  3．中小・小規模事業者の活力強化について

　  4．地域人材の確保・育成の推進について

　  5．観光需要の喚起並びに受入体制の整備促進について

　  6．道内空港の利活用促進並びに整備促進について

　  7．鉄路の維持並びに機能強化について

　  8．北海道新幹線の整備促進について

　  9．高規格道路ネットワークの早期完成について

　10．  交通・物流インフラの整備促進並びに国土強靱化の

促進について

　11．地域振興対策の推進について

　12．電力の安定需給について

　13．国際貿易交渉への対応について

　14．北海道開発の枠組み堅持について

　15．北方領土問題の早期解決について（特別提案）

第70回 全道商工会議所大会  ３年ぶりに開催
～岩見沢商工会議所からの29項目の要望を盛り込んだ15議案が決議～

　７月21日～22日、「全道商工会議所大会決議事項・令和５年度予算確保に向けた中央要望活動」（北海道商工

会議所連合会主催）に、当所から松浦会頭が参加しました。

　第70回全道商工会議所大会の決議事項等のほか、「物流に関する緊急提言」について、経済産業省、国土交通

省などの関係省庁の次官、局長に要望したほか、長谷

川岳参議院議員へ要望いたしました。また、自民党道

連との懇談会の場でも要望いたしました。

■要望先

・経済産業省

・国土交通省

・観光庁

・自由民主党北海道支部連合会

・長谷川岳参議院議員

全道商工会議所大会決議事項・令和５年度予算確保に向けた
中央要望活動に松浦会頭が参加 ～要望書を関係省庁へ提出～
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岩見沢プレミアム建設券　第3回抽選結果！！
～申込み多数のため抽選となりました～

第3回抽選結果

岩見沢プレミアム建設券事業実行委員会  TEL 0126-22-3445

区分

申込
　　当選
　　落選

内
訳

口数

7,715口
4,289口
3,426口

件数

693件
375件
318件

引換期間

有効期間

9月30日（金）まで

11月30日（水）まで

詳細はホームページに掲載しておりますので、
ご確認ください

（7月5日実施）

https://www.iwamizawacci.or.jp/kensetuken2022/

■建設券引換期間等

問合先

2022岩見沢プレミアム商品券加盟店の皆様へ お店独自のサービスで 
岩見沢を盛りあげましょう！

換金日程：令和4年9月20日～令和5年1月25日

【問合先】
岩見沢プレミアム商品券事業実行委員会
１条西１丁目（岩見沢商工会議所内）
 TEL：0126-22-3445　FAX：0126-22-3441

毎月  1日～ 10日持込み
毎月11日～ 20日持込み
毎月21日～末日持込み

20日振込
30日振込
翌月10日振込

コロナ禍の今だからこそＳＮＳをフル活用し
独自サービスをアピールして認知度UP＆集客しよう

※振込日が土日祝の場合は翌営業日
※最終換金日令和５年１月25日を過ぎての換金は受付
　できません。
●各種様式はＨＰに掲載していますのでご確認ください。

昨年のアンケートで、「どのようなお店か分からないから地元券を使えない」という
声がありました。
独自サービスや、割引サービスをSNSで発信し認知度を上げ集客につなげましょう。

商品券利用時の特別メニュー
ドリンク無料、顔剃り無料、
無料洗車等

独自サービスの例

https://www.iwamizawacci.or.jp/syouhinken2022/

事業所名 代表者 住　所 業　種

岩渕　正彦 上幌向南1条2丁目1247-25 製造業

合同会社　こんぱす 大坂　祐仁 東山10丁目6-12 社会福祉事業

合同会社　一想 天坂　　元 幌向南3条4丁目296-12 総合建設業

喫茶　琴 原田　悦子 4条西5丁目 飲食業

角田塗装店 角田　将照 志文町1180-19 塗装業

TK.connection 田中　哲也 北5条西16丁目1-13 その他サービス業

（敬称略）

第29期　岩見沢商工会議所議員職務執行者変更のお知らせ

当所議員について、下記のとおり議員職務執行者変更の届出がありましたのでお知らせします。

■積水化学北海道㈱　代表取締役社長　福丸　文夫　（退任：代表取締役社長　三浦　浩樹）

岩見沢商工会議所  新会員募集中！
岩見沢商工会議所は、地域の総合経済団体と
して、地区内商工業者の声をとりまとめ、国
や北海道、岩見沢市等へ要望・提言活動を行っ
ています。
より多くのご意見・ご要望を集約するため、
岩見沢商工会議所では、新会員を募集中です。

商工会議所のサービスをご利用ください！

など、いろいろあります！

ご加入いただける企業を
　　　　　　ご紹介ください

会員交流会税務・経理指導金融相談

労務相談 共済制度 講習会・セミナー
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道内事業者等 事業継続緊急支援金 のお知らせ道内事業者等 事業継続緊急支援金 のお知らせ
～中小・小規模事業者へ10万円、個人事業者へ5万円を支給～～中小・小規模事業者へ10万円、個人事業者へ5万円を支給～

支援金を受給できる要件 次の2つの要件をどちらも満たしている必要があります

給付額 中小・小規模事業者：10万円　　個人事業者：5万円

※給付予定額に達した場合は期限前に受付終了になる場合があります

詳細は
同封のチラシを
ご確認ください！

受付期間 2022年７月27日（水）～ 2022年10月31日（月）

【問合先】
●コールセンター：011-350-6711 （受付時間：平日 8:45～17:30）
●専用ホームページ：https://kinkyushien-r4-hokkaido.jp/

◆要件① （売上要件）
　2021年11月～ 2022年10月までの
　いずれかの月の売上が
　2018年11月～ 2020年3月までの
　同月比で20％以上減少

◆要件② （原材料等コスト要件）
　2021年11月～ 2022年10月までの
　いずれかの月に購入した原材料等の単価が
　2020年11月～ 2021年10月までの
　いずれかの月の単価よりも増加

・新分野展開、事業転換、業種転換
・新商品の開発または生産・新役務の開発または生産
・商品の新たな生産または販売の方式
・役務の新たな提供方式の導入・原材料コスト抑制
  の取組
50万円～ 100万円

４分の３以内

中小・小規模企業新事業展開・販売促進支援補助金のお知らせ

取組内容

補助金額

補助率
（国）事業再構築補助金との併給不可その他

経営改善枠

（原油価格・物価高騰等影響枠）

2022年１月以降の連続する６か月のうち、任意の３か月の売上が
10％以上減少又は付加価値額（※1）が15％以上減少

・販路開拓等の取組・販促活動の取組
上限30万円
４分の３以内
（国）小規模事業者持続化補助金との併給不可

取組内容
補助金額
補助率
その他

販売促進枠
2022年１月以降の連続する６か月のうち、任意の３か月の売上が
10％以上減少又は付加価値額（※1）が15％以上減少

※デジタル技術を活用した原材料コスト抑制等に資する取組を
　含む場合、上限300万円

事業概要
新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油価格・物価高騰等に
伴う更なる経済環境の変化に 対応するため、変革にチャレンジす
る中小・小規模企業等が行う、新分野展開や新商品開発、原材料コ
スト抑制等の取組、各種販売促進の取組など、新たな取組に係る経
費の一部を補助します。

対象者

【問合先】

TEL:011-797-0026
中小・小規模企業新事業展開・販売
補助金事務局

中小企業者※1（フリーランス※2 含む）及びNPO法人※3
　※1 中小企業基本法第 2条に規定する中小企業者で、道内に本店
 （個人事業主は住所）を有するもの
　※2 自身の収入を証明できるもの
　※3 道内に主たる事務所を有するもの

ほっかいどう認証店応援クーポン
  参加店舗募集中７月20日（水）～12月20日（火）まで

参加条件は飲食店で「第三者認証店」であること、まだ取
得していない飲食店は新たに認証が必要となります。
また、紙クーポンのほかに電子クーポンも発行されます。
※紙クーポン及び電子クーポンの両方に対応必要です。
商工会議所では、第三者認証申請のサポートをいたします。
� 岩見沢商工会議所　TEL：0126-22-3445

・ 4,000円で購入、5,000円分（500円×10枚）使える
　クーポンを発行!!
・利用期間：2022年８月〜2023年１月末
・参加登録：WEB申請で随時受付中

ほっかいどう認証店応援クーポンの詳細はHPでご確認ください
URL：https://hkd2022ninsho.jp/

スナック等も
対象!!

WEB申請が
むずかしい方は
郵送で受付可
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　７月27日、岩見沢警察署において「市民の警察職員表彰

式」が開催され、岩見沢警察官友の会松浦会長、中村副会

長、廣野副会長が出席しました。今年は地域課地域係長の

小田嶋健一さん、地域課地域係主任の山崎誠義さん、生

活安全課生活安全・少年係主任の岩崎清貴さんが表彰さ

れ、松浦会長より賞状と記念品が贈呈されました。小田

嶋さんは、「自分たちが守っているまちのみなさんから感

謝され、表彰されるということはとても嬉しい。これか

らも精進していく」と述べられました。

　岩見沢警察官友の会では、社会の安寧秩序を守り日夜

治安維持のために活躍されている警察署員の方々の支援、

市民の理解と協力を深め、相互の親睦を図るための事業

を行っております。

新会員の募集も行っておりますので、詳しく
は事務局までお問い合わせください。

問合先
岩見沢警察官友の会　事務局
℡　0126 -22 - 3445

岩見沢警察官友の会　市民の警察職員表彰式開催
～警察官の功労を称え表彰～

（北方領土返還要求運動強調月間　
　　　　　　　　 ８月１日～８月31日）

北方領土復帰期成同盟
空知地方支部

領土返還を
求める国民の
強い意志を
署名に託そう

「２月７日は北方領土の日」

コミュニティプラザ１階ホールにおきまして、返還要
求運動強調月間中、署名コーナー・北方領土写真展を
開設します。皆様の署名のご協力をお願い致します。

「北方領土は
　　日本固有の
　　　　領土です」

　７月９日（土）に第60回岩見沢地区珠算競技大会兼全道

大会地区予選を岩見沢商工会議所において開催しました。

　岩見沢珠算競技大会はコロナの影響もあり、2019年から

３年ぶりの開催となりました。１部高校・中学生、２部小学

５・６年生、３部４年生以下の全３部構成となっており、各

塾で選ばれた計36名がそろばんの技術を競い合いました。

　「そろばん岩見沢一」はそろばん・あんざん南幌教室に所

属の山田純伶さん（中学２年生）が勝ち取りました。各部の

成績上位者

には９月に

苫小牧で開

催される全

道大会への

出場認定証

が手渡され

ました。

第60回　岩見沢地区珠算競技大会を開催

８月１日㈪　第161回日商簿記検定試験

　　　　　　　１級合格発表日

　　23日㈫　会員向け無料法律相談会

　　26日㈮　第14回岩見沢商工会議所

　　　　　　　会頭杯会員親睦ゴルフ大会

９月５日㈪　第226回日商珠算検定試験申込開始

　　11日㈰　プレミアム商品券販売開始

　　17日㈯　プレミアム商品券使用開始

　　　　　　岩見沢百餅祭り開催

　　　　　　岩見沢情熱フェスティバル開催

商工会議所で予定されている講習会、相談会、検定日程等の行事をお知らせします！ (８月10日現在)
なおホームページでは、新情報を随時更新しています。　https://www.iwamizawacci.or.jp/

〜８月、９月の会議所行事予定〜
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　日商ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）

【６月調査結果のポイント】

　６月の全産業合計の業況DIは、▲20.3（＋0.1前月比ポ

イント）。新型コロナウイルスの沈静化と需要喚起策によ

り飲食・宿泊関連のサービス業で業況が改善、住宅関連

の民間工事が堅調に推移した建設業でも業況が改善した。

活動制限の緩和から３ヵ月が経過し、日常生活への回復

が見られる一方、資源・資材価格の高騰継続や資材供給

の乱れ、円安による輸入物価の上昇等により、小売業で

は業況が横ばいに留まり、製造業や卸売業では業況が悪

化に転じた。業種を問わず、コスト増が続いていること

に加え、それに見合うだけの価格転嫁は依然として行わ

れていない。中小企業の景況感は、コスト増が重荷とな

り、ほぼ横ばいとなった。

　先行き見通しDIは、▲20.8（今月比▲0.5ポイント）需

要喚起策の拡大や水際対策の緩和に伴う外国人観光客の

受け入れ再開で、売上回復への期待感が高まる一方、物

価高による消費マインドの低下を危惧する声がサービス

業や小売業で多く聞かれた。円安の急伸や資源・資材価

格の高騰によって増加したコストに対する価格転嫁の遅

れや、資材供給の乱れなど中小企業の収益回復の足かせ

要因は多く、先行きも、物価高の長期化懸念から、厳し

い見方が続く。

【建設業】

「建設資材・燃料価格の上昇によるコスト増や設備機器の納期遅れ欠品が続いているものの、前年度と比較すると住宅

建設の案件が増えており、売上は回復基調にある」（一般工事業）

「受注数増加が見込まれており、建築資材の価格上昇が落ち着けば、売上・採算ともに改善が期待される」（建築工事業）

【製造業】

「新型コロナウイルスの影響はそれほど受けずに今まで営業を行えていた。しかし、資源や資材等の価格高騰の継続が、

大きなダメージになっている。増加したコスト分全てを販売価格へ転嫁はできず、採算悪化が続いている。」（食料品製

造業）

「国際的な物流の混乱や資源・資材価格の高騰は新たな経営課題であり、業績を圧迫している」（民生用電気機械製造業）

【卸売業】

「物価上昇や円安の急伸など、コロナとは別のリスクが新たに発生。増加したコストを販売価格へ100％転嫁できず、価

格転嫁対応が急務である」（建築材料卸売業）

「包装資材の価格高騰が続いている。原材料価格も徐々に上がってきており、値上げせざるを得ない状況に追い込まれ

ている」（食料・飲料卸売業）

【小売業】

「行動制限の緩和で人の動きも増えてきており、客足は増加傾向にある。一方で、仕入れ単価や光熱費の上昇が収益圧

迫の要因になっている」（百貨店）

「イベントや展示会が再開されているため、積極的に出店し、売上改善に努めている。今後は物価高の影響で、消費者

の購買意欲が低下していくことを危惧している」（文具小売業）

【サービス業】

「新型コロナウイルスの感染状況も落ち着いているため、旅行の申し込み数は増加が続いている。今後は需要喚起策の

拡大も見込まれているため、業況がさらに改善することが期待される」（旅行業）

「光熱費や食材等の価格上昇の影響はあるが、観光需要は戻りつつあり、宿泊客も堅調に推移している。インバウンド

需要にも期待している」（宿泊業）

業況DI（前年同月比）の推移
22年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

先行き見通し
７月〜９月

全 産 業 ▲ 18.2 ▲ 33.9 ▲ 32.7 ▲ 25.7 ▲ 20.4 ▲ 20.3 ▲ 20.8
建 設 ▲ 21.5 ▲ 22.9 ▲ 23.6 ▲ 27.0 ▲ 31.3 ▲ 29.3 ▲ 24.6

製 造 ▲ 6.9 ▲ 21.1 ▲ 25.0 ▲ 17.0 ▲ 15.4 ▲ 19.8 ▲ 19.4

卸 売 ▲ 18.1 ▲ 38.2 ▲ 33.3 ▲ 28.3 ▲ 20.2 ▲ 22.0 ▲ 24.5

小 売 ▲ 26.7 ▲ 43.8 ▲ 40.9 ▲ 39.5 ▲ 31.8 ▲ 32.2 ▲ 31.7
サービス ▲ 20.4 ▲ 43.2 ▲ 39.0 ▲ 21.1 ▲ 9.3 ▲ 4.4 ▲ 9.2

 ※「先行き見通し」は当月に比べた向こう３カ月の先行き見通しＤＩ


