
 

                    

    

 

 

永年勤続優良従業員表彰式が開催されました 

11 月 2日(金) 平成 24年度の永年勤続優良従業員表彰式が開催されました。 

今年度の被表彰者は 21名。当日所用で欠席された 7名を除く 14名の方に、田岡会長から表彰状、 

記念品の授与が行われました。 

 24 年度の永年勤続優良従業員表彰被表彰者は次の方々です。(敬称略) 

 

 表 彰 者 名 事 業 所 名 勤続年数 表  彰  名 

 福山 正司 三進工業株式会社 25年 道連会長・池田町商工会長 

 宇野 洋一 三進工業株式会社 20年 道連会長・池田町商工会長 

 玉川  寛 十勝製餡株式会社 20年 道連会長・池田町商工会長 

 小針 宏介 鈴木建設工業株式会社 15年 十勝連合会長・池田町商工会長 

 栗田 征一 十勝製餡株式会社 15年 十勝連合会長・池田町商工会長 

 横田富士子 十勝製餡株式会社 15年 十勝連合会長・池田町商工会長 

 鈴木 貴之 株式会社 遊佐組 15年 十勝連合会長・池田町商工会長 

 小野 明広 株式会社 遊佐組 15年 十勝連合会長・池田町商工会長 

 高橋 真也 十勝製餡株式会社 10年 池田町商工会長 

 加藤 豊久 十勝製餡株式会社 10年 池田町商工会長 

 宇田  忍 十勝製餡株式会社 10年 池田町商工会長 

 吉口 美香 株式会社 ゆたか 10年 池田町商工会長 

 佐藤 麻衣 (有)ハッピネスディリィ 10年 池田町商工会長 

 渡辺 早苗 (有)ハッピネスディリィ 10年 池田町商工会長 

 水野 明洋 十勝製餡株式会社 5年 池田町商工会長 

 菅  敏子 十勝製餡株式会社 5年 池田町商工会長 

 山本 真澄 大熊歯科医院 5年 池田町商工会長 

 田中 円香 大熊歯科医院 5年 池田町商工会長 

 北川 広國 株式会社 ゆたか 5年 池田町商工会長 

 谷口  歩 (有)ハッピネスディリィ 5年 池田町商工会長 

 秋田 真人 三進工業株式会社 5年 池田町商工会長 

 

 



 

この度表彰を受けられた皆様、誠におめでとうございます。 

これからも、ご活躍をお祈り申し上げます。 

      

                  勤続 25年表彰の三進工業株式会社 福山正司さん 

 

《各種お知らせ》 

帯広公共職業安定所からのお知らせです。 

『雇用保険 さわやか受給で 確かな就職』(全文掲載) 

雇用保険は、失業した労働者に必要な給付を行うことにより生活の安定を図り、再就職を促進す

ることを目的とした保険制度です。 

また、雇用保険は、労働者及び事業主の皆さんに納めていただいた保険料と国民の皆さんからの

貴重な税金で賄われています。 

ところが、働いている事実を隠したまま給付を受けるなど、不正な受給が後を絶ちません。 

一部の受給者によって不正な受給が行われることは、雇用保険制度の健全な運営を阻害すること

になりかねません。 

ハローワークとしましても、不正受給に対しては従来から厳しい措置をとっており、最大で不正

受給額の 3倍返還など不正受給に対する処分が厳しい内容となっています。 

雇用保険制度を正しく理解していただくため本制度の周知を行い、正しい受給の徹底を期すとと

もに、不正受給未然防止の啓発活動を行っています。 

この趣旨をご理解いただき、“さわやか受給”に御協力いただきますようお願いいたします。 

◆この件についての問い合わせ先 

                 ハローワーク帯広 帯広市西 5条南 5丁目 2 

                          TEL 0155-23-8296 

                                  ハローワーク池田 池田町字西 2条 2丁目 

                          TEL 015-572-2561 

 

 



 

雇用保険適用窓口の取り扱いについて 

例年、積雪寒冷期に入りますと、建設業を主体とした季節事業所では、事業の終了等により多数 

の離職者が出ることになり、これに伴い、離職者の雇用保険に関する離職証明書等の各種届出のた

め、窓口が大変混雑いたします。 

 つきましては、混雑緩和のため、12月上旬から 1月下旬までの期間は窓口業務を下記のとおり取

り扱いますので、ご理解のうえ特段のご協力をお願いいたします。 

◆取扱時間 

 帯広公共職業安定所： 月曜～金曜 午前 9時から 11時 30分 ・ 午後 1時から 4時 

 池田分室       ：月曜～金曜 午後 1時から午後 1時から午後 3時 30分 

上記時間以外は、冬期繁忙期の取り扱い業務以外の相談等に対応させていただくことになります

ので、ご協力をお願いします。 

なお、土・日曜日・祝日は閉庁日です。 

 

通年雇用奨励金制度について 

指定業種の事業を行っている雇用保険の適用事業主で、申請対象労働者を対象期間中も、事業所

内就業・事業所外就業(当該事業主の他の事業所への配置転換又は労働者派遣、在籍出向、若しく

は就業機会確保事業による他の事業主の事業所での就業)及び業務転換(当該事業主の事業所にお

いて、季節的業務以外の業務に従事)させることにより、離職させることなく継続して雇用し、そ

れ以降も対象労働者を少なくとも継続雇用予定期限まで雇用することが見込まれる事業主です。 

また、支給対象事業主は、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、労働者派遣契約書、出向協定等の労

働関係帳簿類を整備、保管し、公共職業安定所からの要請があれば速やかに提出できる事業主であ

ることが条件になります。 

※詳しい内容、問い合わせは 

 ●雇用保険適用業務に関すること 

  帯広公共職業安定所 雇用保険適用課   TEL 0155-23-8296  部門コード 21♯ 

  帯広公共職業安定所 池田分室      TEL    572-2561 

  ●通年雇用奨励金に関すること 

  帯広公共職業安定所 職業相談第 2部門  TEL 0155-238296  部門コード 42♯ 

 

 税務会計通信社の請求に係る注意喚起について 

北海道商工会連合会から、税務会計通信社を名乗り、一部の商工会及び会員企業に購読申込して

いない請求書が送付されている旨の情報提供がありました。 

つきましは、継続購読等を実際申込しているか否か十分確認の上、対応してください。 

 ★請求内容 

 

 

 

 

 

 

 

当社誌●月にて発送期間が終了致しました。 
つきましは継続購読をよろしくお願い致します。 
平成 24 年●月●日 中止 
        税務会計通信社 
        〒156－0045 東京都世田谷区桜上水 5－35－15 篠ビル 101 号 



 

十勝池田税務署から確定申告のお知らせ 

平成 24 年分の所得税［住民税及び個人事業税］の確定申告の相談及び申告書の受付は、2月 

18日(月)から 3月 15日(金)までです。 

 確定申告書は、「前年度の申告書控え」や「確定申告の手引き」などを参考にご自分で作成し、

提出してください。(確定申告書などの用紙や手引きは、国税庁ホームページから入手できるほか

町役場にも備え付けております。 

 なお、確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で簡単に作成するこ

とができます。 

 作成した確定申告書は、印刷して郵送等により提出できるほか、そのまま e-Taxで送信すること

ができます。 

 また、平成 23年分の確定申告書をご自宅で国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

を利用して提出された方又は税務署などの申告会場でパソコンを利用して提出された方のうち、利

用者識別番号や予定納税額等をお知らせする必要がある方につきましては、1 月下旬に「確定申告

のお知らせ」を送付いたしますので、こちらをご覧ください。 

 税務署などの申告会場にお越しの際には、「前年の申告書控え」、確定申告に必要な書類及び印鑑

をご持参ください。 

 駐車場が大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。 

※e-Taxの利用に際しては、電子証明書の取得(手数料が必要です)、ICカードリーダライタの購 

入などの事前準備が必要です。 

※税務署の閉庁日(土・日曜日、祝日等)は、税務署での確定申告の受付は行っておりませんので 

ご注意ください。 

 

『池田警察署からのお知らせ』① 

 冬山は装備・計画をしっかりと 

見渡す限りの銀世界が広がる冬山には、夏山と違う魅力がある反面、吹雪、急激な天候の変化、

雪崩等の危険な要素も多く、滑落、コースの見失いによる遭難も多く発生しています。登山者の皆

さんは事故防止のため「無理のない計画と登山届の提出」、「パーティでの登山」、「万全の装備と余

裕ある食料の準備」、「通信機器の携行」、「入山前の気象状況の確認」に注意して冬山事故の絶無に

努めましょう。また自宅を留守にする際は玄関、窓の鍵掛けを徹底して侵入窃盗被害の防止にもご

注意願います。 

 

『池田警察署からのお知らせ』② 

 フィッシングにご注意を！ 

 フィッシングとは、インターネットを利用し、実在する銀行等を装ってメールを送り、偽のホ

ームページにアクセスさせて暗証番号等を入力させるもので、不正に入手した個人情報が悪用され、

他人になりすまして買い物をする、お金を引き出すといった被害が道内でも報告されています。 

銀行等がメールで暗証番号等を確認することはありません。また、メールは送信元を偽ることが

可能なので、怪しいと感じたら、メール本文のリンクからのアクセスはせず、すぐ消去しましょう。 

 



 

『池田警察署からのお知らせ』③ 

 路上における犯罪被害防止 

今年道内では、例年に比べ路上における『わいせつ被害』が増えており、暗くなるのが早い冬期

間も引き続き注意が必要です。被害防止のポイントとしては、『犯人はチャンスを窺いながら被害

者の後をつけてくる場合があるので夜間の一人歩きを控え、複数で行動する』、『犯人は人目を嫌う

ので人通りの多い明るい道を選ぶ』、『周囲への注意力が散漫になり、犯人の接近に気が付かない恐

れがあるので携帯電話の操作をしたりイヤホンで音楽を聴きながら歩かない』の３点が有効です。 

 

『北海道警察本部からのお知らせ』 

 情報を盗み取る犯罪に注意 

ゆうちょ銀行、三井住友銀行等のネットバンキングを利用する方は注意願います。不正なホップ

アップ画面を表示させて、合言葉、インターネット用暗唱番号を入力させる画面があります。 

不正な画面であり、絶対に情報を入力しないでください。各金融機関のネットバンキングをご利

用の方も注意してください。不正な画面を見つけた場合は、速やかに最寄の警察署に連絡してくだ

さい。詳しくは、ゆうちょ銀行のホームページを参考に見てください。 

 

会員親睦会を開催します 

商工だより 10月号でもお知らせしましたが、商工会会員親睦会を開催します。 

会員親睦会は、会員の皆さん、従業員の皆さん、ご家族の皆さんを対象に行いますが、会員の皆

さんの顧客(町民の方)にも声かけをいただき、賑やかに実施をしたいと思います。 

親睦会の詳しい内容は、実行委員会を組織してからとなりますが、各種ゲーム、抽選会、生バン

ド演奏などを予定しています。 

この一年を振り返りながら、しばし日常を忘れて、盛り上がりましょう。 

多くの皆様の参加をお待ちしております。 

◆平成 24 年会員親睦会◆ 

●実施日・時間      平成２４年１２月１３日（木）１９時より２１時まで 

●場   所       池田町田園ホールオークプラザ 

●会   費       お一人 1,500円 

 ※詳しい内容は、同送の案内文書を参照ください。 

昨年の親睦会の様子 

        

         生バンドで盛り上がり                 参加された皆さん 



 

北海道電力から今冬の節電のお願い 

 

皆様も、マスコミ報道等で既に承知のこととは思いますが、北海道電力（株）から北海道内にお

ける今冬の節電について、要請がありました。 

夏場も同様の節電要請がありましたが、受給逼迫による「計画停電」は道民の努力により回避さ

れました。しかし、今冬においては、泊の原子力発電所の再稼働の見通しが立たず、火力発電所の

予期せぬトラブル等の発生も懸念されることから、2010年度と比較して、7%以上の節電目標が政府

から示されました。 

幸いにして、「計画停電」の予定はないようですが、フル稼働している火力等の発電所のトラブ

ルは、ある程度想定しなければなりません。 

1人 1人が節電に対する意識をしっかりと持って、厳しい冬場を乗り切りたいものです。 

会員の皆様におかれましても、細かな積み重ねにより、節電に協力をいただきますようお願いい

たします。 

 

なお、節電に協力いただく期間・時間帯は下記のとおりとなっております。 

 

節電をお願いする期間 節電をお願いする時間帯 

12月 10 日から 12 月 28 日まで          16時から 21 時 

    1 月 7 日から 3月 1日まで            8時から 21 時 

3 月 4 日から 3 月 8 日まで           16時から 21 時 

 

上記以外の時間帯でも、冬期の北海道は夜間も電力需要が高い水準であるため、可能な範囲での

節電をお願いいたします。また、12月 3日から 12月 7日、3月 9日から 3月 29日の平日における

8時から 21時においても、数値目標は設けませんが可能な範囲で節電をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

《コラム》 

チャリティーコンサート 

 10 月 28日(日)田園ホールで、「がんばれニッポン 東日本大震災・地域福祉活動支援」のチャ 

リティーコンサート in池田町が開催された。 

 池田町出身の大前あつみ氏がリーダーをつとめる「大前あつみ＆サザンクロス」を中心とした、 

3時間に及ぶステージだった。 

 大前あつみ氏のいわば凱旋コンサートとなる今回の企画。会場には 300 人が来場し、歌あり、 

踊りあり、お笑いありのステージに、皆さんは酔いしれた。 

 休憩なしの 3時間はさすがに厳しいと思いきや、あっという間に時間が経過し、終演を迎えた。 

 池田で活動をしている「ザ・ブルーサンダース」も友情出演し、サザンクロスとのコラボを含 

め、10 曲を熱演した。 

 コンサートの収益金は、池田町そして池田町社会福祉協議会に全額寄付され、池田町からは、 

昨年の大震災で甚大な被害を受けた、「岩手県山田町」に送られた。 

 サザンクロスは、東京を中心に活動しており、コンサートの多くはチャリティーの冠が付いて 

いる。 

 「言うは易し行うは難し」。このようなコンサートを継続し行っている「サザンクロス」に敬 

意を表したい。 

 当日、会場に足を運んでくれた皆さんからは、お褒めの言葉を多数いただいた。満足してお帰 

りいただいた。次の公演がいつになるかは分からないが、今回来場いただいた皆さんを中心に、 

応援の輪が広がることを期待したい。「がんばれニッポン！！」 

(T・O) 

 
  

 12 月 

  １日 十勝ワインヌーボまつり                    於 田園ホール 

   ７日 十勝管内商工会長会議                   於 帯広市 

 １３日 会員親睦会                        於 田園ホール 

 ２８日 仕事納め 

 1 月 

   ４日 スタンプまつり                      於 田園ホール 

  ７日 池田町新年交礼会                     於 田園ホール 

 

 

 

 

 

 


