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会員

771名 (+ 6、- 2)
商業

462名 (+ 4、- 1）
工業

365名 (+ 2、- 1)
青年

50名 (+ 1、- 0)
女性

50名 (+ 0、- 0）
※＋加入人数、－脱退人数

●７連勝に歓喜
～親睦事業 恒例の野球観戦～
７月 日、会員 名が参加し札幌
ドームで日本ハムファイターズ対西武ラ
イオンズ戦を観戦。観戦前日までファイ
ターズは６連勝中で、勝利への期待感を
持ちながら会場へ向かいました。
試合は投手戦となり、５回まで両チー
ムとも点が入らず手に汗握る展開でした
が、６回裏のファイターズの攻撃で野村
選手の二塁打により１点が入り、それが
決勝点となりファイターズが勝利。試合
終了後、野村選手のお立ち台を見て球場
をあとにしました。
チームは７連勝し、平成 年以降
（令和２年中止）親睦事業で観戦した試
合は全て勝利して
いることを帰りの
車内で伝えると再
度盛り上がりまし
た。
もう一つの楽し
みである懇親会は
感染症対策として
実施しませんでし
た。

商業部会（部会長 竹村 画二）

令和4年9月1日号
第130号
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工業部会（部会長 蕪木 清文）
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●「今から、取り組もう！防災講座」
～事前準備が重要を学ぶ～
８月 日、第２回幹事会を開催。始
めに講師例会で明治安田生命保険相互会
社の牧野氏より「今から、取り組もう！

発 行 北広島商工会事務局
責任者 事務局長 藤木 幹久
〒061-1121
北広島市中央5-7-2
TEL 011-373-3333
FAX 011-373-3212
shokokai@kitahironavi.or.jp

https://www.kitahironavi.or.jp

★商工会だよりへの御社ＰＲ掲
載、あるいはパンフレット・チ
ラシ同封のご希望がありました
ら、お気軽にお問い合わせくだ
さい。（会員相互ＰＲ事業）

防災講座」という
テーマで三つの内
容に分けて講話し
てもらいました。
一つ目は「避難
所の課題と分散避
難先」について、
希望した避難先の
収容人数等の関係
で滞在できないこ
とがあるので、事
前に複数の避難先
を考えておくこ
と。避難所では新型コロナ感染やストレ
スのリスク、移動中においても被災する
リスクがあることが分かりました。
二つ目は「在宅避難の条件チェック」
について、災害時において自宅が安全な
状況であれば避難しないという選択もあ
り、各市町村のハザードマップで自宅と
周辺状況を事前に確認しておくと良いと
のこと。
三つ目は「防災グッズの基礎知識」に
ついて、１週間程度の飲料水、食料品は
備蓄しておく必要があり、１週間分が無
理な場合でも最低３日分は確保しておく
こと。また、飲食料品には賞味期限があ
るので、ローリングストック法（賞味期
限内に定期的に食べ、補充する）で確認
することも必要。他に飲食料品以外にも
携帯トイレ、カセットコンロ、ガスボン
ベなど避難生活で必要なグッズの準備。
これらのことを踏まえて、どこに避難す
べきか、何が不足しているのか家庭内で
共有することが重要であることを学びま
した。
幹事会では、各委員会から視察研修や

講習会、部会員交流事業、経済セミナー ●コロナで実施できなかった交流事業
などについて協議された内容の報告等が
～久しぶりに卒部者とも交流～
ありました。
７月 日、部員事業所の敷地を借り
て、卒部者６名と部員 名で、交流会
を実施しました。
今回の事業は、コロナの影響により部
青年部（部長 西尾 広美）
員交流機会が減
●第２回きたひろキッチンに出店
少していたため
～初日は雨 雨 雨～
実施しました。
７月 日、 日に市民交流広場で開
当日は、真夏
催された第２回きたひろキッチンに出
日となり、屋外
店。当青年部では綿あめを販売しまし
でのバーベ
た。
キューを堪能し
１日目は、雨が降りしきる中での出店
ながら交流を深
となりましたが、お昼と夕方の時間帯に
めることができ
は客足も多くなりました。２日目は、天
ました。
候に恵まれ、大勢
の来場客で賑わ
い、ピンクや紫の
新会員紹介
色がついた綿あめ
は子供たちにとて
商
<業部会 >
も人気でした。
来場者は各店舗
の味を楽しみ、久 ○合同会社 桜うさぎ
みんなの相談所 桜うさぎ
しぶりのイベント
長峰 千里 様
で盛り上がってい
大曲柏葉５ ５- ました。
○㈱Ｒｏｏｔｅｄ
中澤 航 様
●交通安全街頭啓発運動を実施
大曲南ヶ丘２ １- この事業は毎年、道商工会青年部連合
会が呼びかけ、各商工会青年部が交通事 ○㈲Ｋｅｙ
横瀬 広明
様
故防止を訴え、地域住民に交通安全意識
白樺町２ - ３の浸透を図ることを目的として実施して
○知的サロン
います。
当青年部では７月 日、 時 分か
福原 志瑠美 様
ら部員 名が参加し、ＪＲ北広島駅と
北進町２ １
- ９
- １
道道江別恵庭線の交差点付近で実施。
参加者は道路両
工
<業部会 >
側に二班に分かれ
交通事故が多くな
○㈱ミツル
る日没の時間帯
鄭 眞旭 様
に、ドライバーに
輪厚中央１ - 交通安全の意識を
持ってもらえるよ ○アクロストランスポート㈱
北日本支店札幌センター
う、交通安全の旗
伊藤 健志 様
を振りながら事故
輪厚工業団地２ １
防止を訴えまし
- １
た。
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会員の状況
(部会の重複加入あり)
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■インボイス制度で
大きく変わる経営環境
令和５年 月１日より消費税の仕入
れ税額控除の方式としてインボイス制度
（適格請求書等保存方式）が導入され、
免税事業者も含めて消費税の取り扱いが
大きく変わります。
当商工会では、７月 日に山美幹生
税理士を講師とし「インボイス制度で何
が変わるか」というテーマで講習会を開
催。インボイス（一定の事項が記載され
た請求書や納品書等）の前提となる消費
税の基本的な仕組みやインボイスの記載
事項、免税事業者からの課税仕入れに係
る経過措置などの説明を受けました。
インボイス制度では、課税事業者（イ
ンボイス発行事業者）が免税事業者から
仕入れ等した場合に、その仕入れ金額に
かかる消費税を消費税申告時に控除でき
ないため、免税事業者との取引減少や停
止、免税事業者が課税事業者（インボイ
ス発行事業者）を選択するケースなど経
営環境が大きく変わる可能性がありま
す。インボイス制度が開始される令和５
年 月１日から登録を受けるためには
原則、令和５年３月 日までに所轄税
務署長宛に登録申請が必要です。
今回の参加者から
は、インボイス制度
が施行された時に、
過去の契約を変更す
る必要があるか、現
在の請求書形式で対
応できるかなどの質
問が多くあり、関心
が高い内容の講習会
でした。
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しては道内唯一の施設です。一般的にド
ローンの操縦には資格は必要ないとのこ
とですが、ドローンを飛行させるために
は許可が必要で、許可の申請や今後法律
の改正があった場合に資格は有用とのこ
と。農業関係や企業関係者のほか一般の
方など現在までに約 名が受講された
そうです。
無人ヘリコプターは農薬の散布以外に
も、胆振東部地震の際に山肌が滑落した
箇所で治山工事として肥料や牧草の種子
などを散布したそうです。ドローンはオ
リンピック開会式などで空中に絵柄を描
くなど、撮影だけではなく作業の効率化
や、人や機械では難しい作業を行う等、
様々な場面での活用が期待されていま
す。
今回の視察では、実際に無人ヘリコプ
ターの操縦を見学し、一般の方でもド
ローンなどの操縦技術を学ぶ場が市内に
あることを知る良い機会となりました。

「中小企業１１９専門家派遣事業のご案内」
中小企業１１９は、中小企業、小規模事業者のための経営相談と
専門家派遣事業です。事業者の皆様が抱える様々な経営課題に対して、
支援機関が専門家を派遣して課題解決をサポートします。

「新しく事業を始めたいけど、何から手をつけていいかわからない」
「ITを活用して、販路拡大を実現したい」
「IT導入補助金を活用し、ITツールの導入に繋げたい」
「資金調達の方法が分からない」
「そろそろ海外との取引も開始したいけど実績がない…」

そんなときは、ひとりで悩まず、まず支援機関に相談してください。
支援機関は皆様のお悩みに対する回答をするだけでなく、 解決の難しい課題
も、中小企業１１９に登録されている専門家に支援を依頼することができます。
中小企業の経営に関わる各分野の専門家が、課題解決に向けたお手伝いをします。

※派遣回数は同一年度につき５回を上限とします。
※初回無料、２回目以降は専門家への委託料が発生します。
※詳細は中小企業１１９ホームページをご確認ください。 https://chusho119.go.jp/

貯蓄：毎月の掛金は、その大部分が貯蓄積立金

となり、知らず知らずのうちに資金が積
み立てられ自己資本の充実が図られます

保障：掛金の一部が割安な保険料に充てられ、

万一の場合、保険金をお受け取りになる
ことができ、ご家族も安心できます。

融資：一定条件のもとに低利な事業資金のあっ

せんが受けられ、企業の資金繰りが安定
します。
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●雑草が、うっそう
～コスモス畑草取り～
コスモスの種を植えてから１か月後の
７月６日に草取りを部員９名で実施しま
した。
今年は天候がよかったせいか、雑草が
うっそうと生えコスモスを探すのが大変
でした。例年の作業時間は約１時間です
が、今年は 分延長しても、あゆみ橋
側の畑全部の草を取ることができません
でした。
今回草取りをしたあゆみ橋側の畑には
昨年キバナコスモスを植えてみました
が、背丈が短く他のコスモスより早く咲
いてしまうため今年は例年どおりに戻
し、全部の畑に
普通のコスモス
を植えました。
今年もＪＲ高
架橋側の草取り
はできませんで
したが、現在は
どちらの畑も元
気にコスモスが
咲いています。
30

●ミニチャリティービアガーデン実施
８月６日、７日、北広島市役所前の旧
ＤＣＭサンワ駐車場にて、ミニチャリ
ティービアガーデンを実施しました。
対面の市民交流広場では、６日に「き
たひろ夏祭り」、７日には「琉球國祭り
太鼓エイサーページェント２０２２」が
開催され、天候にも恵まれ多くの人出が
ありました。同会場ではアルコール提供
ができないという事情もあり、対面する
会場での実施となりました。事前の開催
周知が十分にできなかったこともあり、
ビアガーデン会場は大盛況とはなりませ
んでしたが、来場者
は約３年ぶりのビア
ガーデンを楽しんで
いました。
この事業で得た収
益で、市内小学校へ
文房具等を寄贈する
予定です。
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女性部（部長 山美 直美）
●道内唯一のＤＰＡ認定スクール見学
７月 日に 名の参加で市内先進企
業・観光資源等視察研修を実施し、西の
里の北日本スカイテック（テクノロジー
ファーム西の里）を視察しました。
北日本スカイテックは主に農薬散布用
の無人ヘリコプターやドローンなどを販
売し、主としてヤマハ発動機の無人ヘリ
コプターを取り扱っているとのこと。販
売のほか、修理・メンテナンス、コント
ラクター事業（農薬散布代行など）を実
施。今回視察した施設は、２０１８年に
竣工し、５．５ヘクタールの敷地に建物
のほか、水田や畑などもあり、品種改良
した種の栽培や無人
ヘリコプター等を操
縦する様子を見るこ
ともできます。
また、アカデミー
事業も行っており、
ＤＰＡ（一般社団法
人ドローン操縦士協
会）認定スクールと
21

