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リニューアルしました facebook

第27回 会員の集い開催第27回 会員の集い開催
１０月７日㈭、 第２７回会員の集い部会交流球技大会を会員親睦交流会 （１０月２８日開催予定） に先立って

開催しました。 当日は肌寒い気温でしたが晴れ間が見える穏やかな天候の中、 ゴルフ ・ パークゴルフの２競

技により会員参加者同士の交流を深めました。 例年開催しているボウリングにつきましては屋内競技のため

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見送りとさせて頂きました。

⑴ゴルフ大会　参加者 39名〈富良野ゴルフコース〉

球技大会　参加者 50名

優 　 勝　　上　田　篤　行　様　北清ふらの㈱

準優勝　　佐　藤　一　馬　様　まるはち佐藤不動産

⑵パークゴルフ大会　参加者 11名
　　　　　〈新富良野プリンスホテル　パークゴルフゾーン〉

優 　 勝　　荒　木　　　徹　様　㈱山伏パコム

準優勝　　北　川　　　清　様　北川塗装店

優勝　荒木　徹 様優勝　上田　篤行 様

富良野商工会議所　創立70周年富良野商工会議所　創立70周年

創立70周年記念誌制作にあたってのお願い

富良野商工会議所は昭和２６年５月に通商産業大臣より設立認可を受け、 令和３年５月をもちまして創立７０

周年を迎えました。 当所は創立７０周年記念事業として、 第２７回会員の集い （第一部 ：部会交流球技大会、

第二部 ：会員交流親睦会） の開催と記念誌の制作を行います。

創立７０周年記念誌に富良野商工会議所会員事業所名簿 （事業所名、 住所、 電話番号、 営業の種類） の掲載を

させて頂きます。 掲載を希望されない事業所、 事業所登録情報の確認や変更がございましたら、 令和３年１１月３０

日までに総務課までご連絡下さい。
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地元店舗応援クーポン券期限について
地元店舗応援クーポン券の期限は種類によって異なります。 換金期限を過ぎますと取扱店の換金ができなく

なりますので、 十分にご注意ください。

券

券　　　種

内　　　容

利用期限

換金期限

通常クーポン券

販売終了

令和 3年 11月 30日まで

（注意） 9 月 30 日から延長となっています。

令和 3年 12月 17日まで

（注意） 10 月 29 日から延長となっています。

1981 年 10 月 9 日にテレビドラマ 「北の国から」

がフジテレビで放映されてから本年で 40 周年を迎

え、 5 月 7 日に 「北の国から」 放映 40 周年事業実

行委員会 （会長北猛俊） が設立されました。 各種記

念事業の実施にあたり経済団体として協力すべく会員

事業所へ協賛を募らせて頂きましたところ、 目標額の

100 万円を超える 115 万円の金額に上り、 実行委員

会へ協賛をさせて頂きました。 新型コロナウイルス感

染拡大により地域経済の低迷が続く大変苦しい時期

に、 ご理解を賜り多額の協賛金を下さいました 69 事

業所 ・ 団体様へ厚く御礼申し上げます。

7 月 10 日～ 9 月 9 日にかけて、 宿泊業、 交通、

飲食店、 観光施設、 コンビニエンスストア、 金融機関

の接客を主とする従業員を対象に、 富良野市、 かわ

むら整形外科医院のご協力のもと、 新型コロナウイル

スのワクチン接種 （ファイザー社製） を実施しました。

ワクチン数が限

られる中、 希望

す る 108 事 業

所、 501 名 の

接 種 が 短 期 間

で 完 了 し ま し

た。

「北の国から」放映４０周年
事業実行委員会協賛金のお礼
「北の国から」放映４０周年
事業実行委員会協賛金のお礼

69会員事業所・団体より協賛金115万円

新型コロナウイルス
ワクチン職域接種実施
新型コロナウイルス
ワクチン職域接種実施

ふらの割クーポン券

市内宿泊施設にて

宿泊客向けに発行中

令和 4年 2月 28日まで

令和 4年 3月 18日まで

新築  リフォーム

 ☎  0167-22-3518

Fax 0167-22-3519

富良野市

末広町18－14

エンジンポンプ・AEPシリーズ

灌水・農業用水  各種資材

〒076-0027
北海道富良野市花園町１番22号
　　　　  TEL（0167）22−5598 

株式会社  アイキ産業
㍿ 一戸電建

〒076-0027　富良野市花園町１番20号
TEL（0167）23−4467　FAX（0167）23−4753
E-mail：ichinohe@muse.ocn.ne . jp
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厚生労働省・北海道労働局・労働基準監督署（支署）

みんなチェック！ 最低賃金。

北海道最低賃金
北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パー

ト、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人）及びそ

の使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり

改定されます。

北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パー

ト、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人）及びそ

の使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり

改定されます。

●最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払わ

れる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

●特定産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、

「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械

器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く

方には、北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

●最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払わ

れる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

●特定産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、

「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械

器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く

方には、北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

最低賃金額

時間額 889円
効力発生年月日

令和3年10月1日

労働保険の事務作業を代行できます!

労働保険事務組合に委託できる事業主 労働保険事務組合加入のメリット

　煩わしい労働保険業務を労働保険事務組合に委託しませんか？
　労働保険は政府管掌の保険制度で、労働者を一人でも雇用していれば、原則事業主・労働者の意思に係わらず、必ず加
入しなければなりません。
　労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の
届出等を行う制度です。

富良野商工会議所会員で常時使用する労働者数が以下の

企業の事業主です。

❶金融・保険・不動産・小売………50人以下

❷卸売業・サービス業………………100人以下

❸その他の事業………………………300人以下

事務負担を
軽減できる

労働保険事務を事業
主に代わって処理し
ますので、事務の手
間が軽減されます。

3回分割で
納付できる

労働保険料の額にか
かわりなく3回の分
割納付することがで
き、納付が楽になり
ます。

事業主も
労災に
入れる

労災保険に加入する
ことができない事業
主や家族従業員など
も、労働保険事務組
合では特別に労災保
険に加入することが
できます。

Furano
      French

富良野市幸町10番１号
TEL 23－3322

フラノフレンチ たけ

各種宴会、二次会プランにご利用ください
飲み放題プラン 2,500円

（ふらのワイン赤もOK）
Music pub

富良野市朝日町1-21
ミカドビル1階

営業時間  pm7:00～am1:00
定 休 日  日曜・祝祭日

TEL 23-3371

0120-124-168
お問い合わせはフリーダイヤル

〒076-0035  富 良 野 市 学 田 ３ 区
TEL 22-4168　FAX 22-4162

建築資材・アルミサッシ・住宅機器
給排水・冷暖房・住宅機器・ガレージ 岳

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上で、 11 月を 「労働保険未

手続事業一掃強化期間」 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）

でご相談ください。

11月は、労働保険未手続事業

一掃強化期間です！

11月は、労働保険未手続事業

一掃強化期間です！

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（ハローワーク）
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（2021.8 ベストウイズクラブ事務局）

ベストウイズクラブ表彰

アクサ生命表彰

●基準保険料達成率部門

基　準
保険料 A B C D グループ…会員数×5,000円   E グループ…一律1,800万円

会員数をもとに全国の商工会議所を５グループに分け、以下の基準保険料
（年換算）を達成した商工会議所のうち達成率上位商工会議所を表彰する

●基準保険料達成率部門
都道府県下の商工会議所の基準保険料合計額を当該都道府県の基準保険
料とし、基準保険料の達成率がトップの都道府県を表彰する
※都道府県下商工会議所のうち、Eグループの商工会議所の基準保険料
は一律１，８００万円として計算する

表彰都道府県数

●保険料グロス部門
基準保険料の達成率にかかわらず、都道府県下の商工会議所の保険料実績
合計額（年換算）が最大の都道府県を表彰する　

●都道府県連パーフェクト部門
都道府県下の全商工会議所が基準保険料を達成し、かつ都道府県の基準保
険料達成率がトップの都道府県を表彰する

都道府県単位で実績を集計し、全国トップの都道府県を表彰する
（ベストウイズクラブ会員商工会議所の実績を集計対象とする）

●都道府県連パーフェクト賞
都道府県下の全商工会議所が基準保険料を達成した場合に表彰する
ベストウイズクラブ会員商工会議所の実績を集計対象とする
福祉制度の取扱いの無い商工会議所は対象から除く
※一部のエリアでブロック制として実施

対象商品の契約件数でグループ毎の
基準件数以上を達成した商工会議所を
表彰する
対象商品は「スマート・ケア」「スマート・
ケアwith You」「マイ・セラピー」「ユニッ
ト・リンク」「ユニット・リンク介護プラス」
の5商品とする

●健康経営賞

・基準保険料を達成した商工会議所を表彰する
・都道府県連パーフェクト賞に該当した商工会議所を表彰する
・健康経営賞の基準を達成した商工会議所を表彰する
・ベストウイズクラブ表彰該当商工会議所をアクサレディスアフターラウ
ンド開催時に招待する

表彰商工会議所数

上位10商工会議所
上位10商工会議所
上位  9商工会議所
上位  9商工会議所
上位  6商工会議所

会　員　数

1,000未満
1,000以上 1,500未満
1,500以上 2,000未満
2,000以上 3,500未満

3,500以上

グループ

A
B
C
D
E

表 彰 内 容

2021年10月1日 ～ 11月30日対象期間

全ての個人保険制度（基本共済表彰の対象となる生命共済、特退金を除く）対象商品

商工会議所の部

都道府県の部

基準
（件数）
35
45
55
70
85

150%基準
（件数）
53
68
83
105
128

基準保険料達成率部門
上位1都道府県

保険料グロス部門
上位1都道府県

都道府県連パーフェクト部門
上位1都道府県

Part2福祉制度キャンペーン
2021年10月1日 ▶ 11月30日

ベストウイズクラブ

ともに築こう！新しい未来を！

アクサ生命保険株式会社
旭川支社  旭川営業所
〒070-0043  旭川市常盤通1-2500道北経済センタービル1F
TEL 0166-23-7986

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
実施のお知らせ

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
実施のお知らせ

※「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。

ベストウイズクラブでは、 「福祉制

度キャンペーン」 を 10/1 ～ 11/30

に実施いたします。 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。

【お問合せ】富良野商工会議所　相談課　☎0167－22－3555
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※お申込・ご相談を希望される方はご連絡下さい。皆様のお越しをお待ちしております。

富良野商工会議所 中小企業相談所／担当：年代・沼田　TEL 22-3555

『創業・一日公庫相談会』 開催のご案内

■開催日　①令和３年11月18日㈭　②令和３年12月8日㈬　③令和4年1月19日㈬
　　　　　（予約制、申込み締切は各相談日の前週金曜日まで）
■時　間：午前11時～午後４時
■場　所：コンシェルジュ フラノ  ２階  ホール　

※昨年度の新型コロナウイルス感染症特別貸付利用は

40事業者、貸付金額合計255,400千円と多くの事業者の方にご利用頂いております

◆新型コロナウイルス感染症の拡大等により特に経営に影響を受けている（最近1ヵ月の売上高が前年同期
と比べて５％以上減少等）中小・小規模事業者の資金調達に利用してみませんか？（本制度は12月末日
まで延長となっております）
◆冬季繁忙期・越年に向けての運転資金の準備はお済みですか？ぜひ相談会の活用を！！
◆商品の仕入・人件費等諸経費の支払資金、機械・車輌等購入の設備資金等にご利用してみませんか？

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の皆様の資金繰り支援のため

当初３年間実質無利子・保証料負担も軽減した融資枠を設けられました。
令和3年10月１日から取り扱いが開始されました。ご活用をご検討ください。

【対象者】

①セーフティネット ・ 危機関連保証制度対応型

新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上高等が 20％以上減少し、 セーフティネット保証４号 ・ ５号、 危

機関連保証のいずれかの認定を受けたもの

② 伴走支援型特別保証制度対応型

新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上高等が 15％以上減少し、 セーフティネット保証４号 ・ ５号、 危

機関連保証のいずれかの認定を受け、 かつ経営行動に係る計画を策定したもの

【諸条件】 ①ＳＮ・危機関連保証制度対応型 ②伴走支援型特別保証制度対応型

融資金額 4,000万以内 4,000万以内

融資期間 15年以内（据置5年以内） 10年以内（据置5年以内）

取扱期間 令和5年3月31日まで 令和4年3月31日まで

借　　　換 不　可 保証付き市制度融資からの借換可

そ の 他 一般事業資金(中小企業振興資金)との併用不可 一般事業資金(中小企業振興資金)との併用可

資金使途 事業資金

融資利率 〔固定金利〕3年以内 1.6%／5年以内 1.8%／7年以内 2.0%／15年以内 2.2%

助成制度
年度内に支払った保証料の1/2 年度内に支払った保証料の全額

利子発生から3年間分の利子全額補給(4年目以降は1％の利子補給)

富良野市中小企業資金融資制度　新制度
経営安定サポート資金のお知らせ
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富良野市事業継続応援補助金

国の月次支援金を受給されなかった道内事業者の皆様へ  道特別支援金C

富良野市では、 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、 外出の自粛や需要の落ち込みにより、 特に

深刻な打撃を受けている事業者を応援する目的で、 下記支援メニューによる補助金の支給が開始されました。

【対象者】

○富良野市内に主たる事務所を持つ中小企業者等であること

○市外に主たる事務所を持つ中小企業者等は、 ３人以上の市民を正規雇用している場合に対象

○新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、 令和３年４月から９月までのいずれか１月の売上が、 前年同月又は前々年同月
対比で３０％以上減少している事業者であること

○富良野市内に主たる事務所を持つ観光事業者であること

○市外に主たる事務所を持つ観光事業者は、 ３人以上の市民を正規雇用している場合に対象

○新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、 令和３年４月から９月までのいずれか１月の売上が、 前年同月又は前々年同月
対比で３０％以上減少している事業者であること

○１０月１日現在で社会保険加入従業員が３人以上在籍している社会保険適用事業所であること

　※複数店舗を経営していても、 事業者毎の申請となります。 その他詳細要件は下記を参照のこと

８月以降、 緊急事態措置等により、 大変厳しい経営状況となっている全道の幅広い事業者の皆様を対象に、休業・
時短等の協力支援金や国の月次支援金の対象とならない方々に向け、 新たな道特別支援金Ｃにより支援します。

▶申請予約／お問合せ　富良野市役所商工観光課　☎0167−39−2312
予約時間帯　平日10時〜17時まで

▶お問合せ　北海道支援金コールセンター　☎011−351−4101
本制度の詳細については、ホームページをご確認ください。　URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.htm

概　要

要件２

給付額 申請受付期間

要件１
①時短対象飲食店等との取引がある事業者
※農漁業者、 飲食料品、 割り箸、 おしぼりなど、 飲食業

に提供される財 ・ サービスの供給者

2021年８月〜2021年９月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で30％〜50％未満減少

中小法人等 20万円

個人事業者等 10万円
2021年10月12日〜2022年１月31日

ま
た
は

②外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者
※旅館・土産物屋、観光施設、タクシー事業者、理美容関係、各種教室、

商店、昼間営業の飲食店など、人流減少の影響を受けた事業者

支援メニュー 支援額

①中小企業支援型

②観光事業者雇用維持型

比較対象月の売上から、選択した月（売上30％以上減少している月のうち、ひと月分）
の売上を差し引いた額

社会保険加入従業員数に、月額12,000円×６箇月分を乗じて得た額

上 限 額

上 限 額

２００万円

緊急事態措置協力支援金対象事業者 ： １０万円
市内飲食店等と取引している酒類販売事業者 ： ５０万円

その他の事業者 ： ３０万円

①中小企業支援型 【中小企業者等における業種は不問】

②観光事業者雇用維持型 【宿泊事業者、 飲食業者、 公共交通事業者、 アウトドア事業者】

【申請について】   完全予約制となります。 必ず下記窓口へご連絡の上、 申請予約をお願いします。
  なお、 申請予約は全ての様式の準備が整っている事業者のみお受けいたします。
  ※相談段階の場合は電話でお受けします。

  令和３年１０月１日㈮〜令和３年１２月１５日㈬

  富良野市本町２番２７号 コンシェルジュ フラノ１階

申請方法

申請期間

申請場所

各種支援金制度の申請期間と支給額

［道］ 特別支援金A

［道］ 特別支援金B

［道］ 特別支援金C

［国］ 月次支援金

［道］ 緊急事態措置協力
　　　 支援金

令和4年1月31日㈪まで

（9月分）10月1日〜11月30日

（9月13〜30日休業対象分）

10月1日〜11月30日

中小法人等 20万円、 個人事業者等 10万円

中小法人等 10万円、 個人事業者等 5万円

中小法人等 20万円、 個人事業者等 10万円

中小法人等 20万円以内／月
個人事業者等 10万円以内／月

売上高に応じ店舗ごとに
日額2.5〜7.5万円、大企業は日額20万円以内

0120-211-240
毎日8：30〜19：00

011-350-7377
平日8：45〜17：30

011-351-4101

平日8：45〜17：30

制　度 申請期間 支給額 コールセンター


