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士別中小企業勤労者福祉協会

新年のご挨拶
　新年明けましておめでとうございます。
　会員並びにご家族の皆さまにおかれましては、お健やかに新年をお迎えられましたこ
と心からお慶び申し上げます。
　日頃から当協会にご理解とご協力を賜っていることに厚くお礼申し上げます。
皆さん、ご承知の如く当福祉協会は、士別市内の事業者・士別市さんのご支援・ご協力
の下、時代の変化に対応しながら少ない会費で多彩な福祉サービスを展開しています。
　昨年４月から、共済給付事業の退会年齢70歳制限を撤廃するとともに、給付祝金を増
設するなど共済給付の充実を図っています。
　また、協会の情報発信紙である「コスモス・ななかまど」や各種申請書及び勤労者セ
ンター施設利用申請など、事務サービス向上のためホームページもリニューアルし事業
の活性化とともに、会員拡大の一助になればと願い努力しています。
　旧財団法人から任意団体に移行し８年が経過しました。協会規約も見直しを諮り、実態に沿った、より効率的に
勤労者への福祉を推進するため、令和元年12月１日から改正規約を施行し会員皆さま方の福利厚生の充実を図った
ところであります。
　さて、地域の中小企業を取り巻く環境はさらに厳しさを増しておりますが、それぞれの企業が当福祉協会と共に、
勤労者の福利厚生の向上を図ることが、企業の持続的発展と地域の活性化に継っていくものと確信しています。
　今後も、皆さまには未加入事業所さまにも、是非当協会の趣旨をご理解して頂くよう働き掛け、加入促進のご協
力を重ねてお願い申し上げる次第です。
　今年も、皆さまとご家族さまにとって幸多き年になりますよう、衷心よりご祈念申し上げ新年のご挨拶と致しま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年元旦　理事長　大 野 裕一郎

理事長　大 野 裕一郎
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羊飼いの家 ( 中央 ) と世界のめん羊館 ( 右 )
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◎給付金の請求期間は給付事由
　の生じた日から３年以内です。
◎給付金の請求期間は給付事由
　の生じた日から３年以内です。

　給付金の請求を忘れていたために、有効
期間が過ぎてお受け取りになることができ
ない会員の方がおられます。
　会員の方にご確認していただき、請求漏
れのないようお早めに事務局まで手続きを
お願いいたします。
　なお、給付金の請求等につきまして、不
明な点がございましたら事務局までお気軽
にお問い合わせください。
・問合せ先　士別中小企業勤労者福祉協会
　　　　　　　　 　２３－２４８２
　　　　　　　　fax　２２－２７９３
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魅力です！魅力です！
１．安い会費

２．多彩な給付金

３．税法上の特典

１．安い会費

　　　月々一人わずか400円で会員になれます。

２．多彩な給付金

　　　万一の死亡・傷害・疾病はもとより、

　　火災などによる住宅災害見舞金や結婚・

　　出産に対するお祝金もあります。

３．税法上の特典

　　　会費として納付したお金は、

　　所得税法(第37条)の必要経費、

　　法人税法(第22条)

ここが　

魅力です！
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共済給付事業共済給付事業

明るい職場は、皆さんが安心して働ける環境から

　共済事業は、市内中小企業で働く皆さんの福祉向上と、企業の安定した経営を図るため、士別市から
の補助金と、会費を相互で負担し、個々の事業では実施が容易でない福利厚生について、共済給付とし
て有効に還元されています。

◎平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日の年間給付額

◎新しく入会した事業所　　・尾形建設株式会社

★加入事業所及び会員数　 １２６事業所　 １，３６２名

健康管理事業健康管理事業

４.１～　★健康維持促進事業「生活習慣病予防

　　　　　 検診・人間ドックの受診」の案内

　　　　　 ・実 施 日　平成３１年４月から

　　　　　　　　　　　 令和２年３月１０日まで

　　　　　 ・受診者数　　　３６７名

　　　　　 ・今後受診予定者　８０名

６.21～　★健康管理事業「胃がん・肺がん・大腸

　　　　　 がん検診」の案内

　　　　　 ・実 施 日　令和元年６月２１日～

　　　　　　　　　　　　　　　 ２５日の５日間

　　　　　 ・受診者数　◎胃がん　　３６名

　　　　　　　　　　　 ◎肺がん　　３１名

　　　　　　　　　　　 ◎大腸がん　３５名

８.17～　★健康管理事業「胃がん・肺がん・大腸

　　　　　 がん検診」の案内

　　　　　 ・実 施 日　令和元年８月１７日

　　　　　 ・受診者数　◎胃がん　　１名

　　　　　　　　　　　 ◎肺がん　　１名

　　　　　　　　　　　 ◎大腸がん　３名

９.20～　　★健康管理事業「子宮がん・乳がん・

　　　　　　 頸膣超音波検診」の案内

　　　　　 ・実 施 日　令和元年９月２０日・

　　　　　　 ２１日・１０月９日の３日間

　　　　　 ・受診者数　◎子宮がん　　１６名

　　　　　　　　　　　 ◎乳がん　　　１５名

　　　　　　　　　　　 ◎頸膣超音波　１５名

11.22～　★健康管理事業「胃がん・肺がん・大腸

　　　　　 がん検診」の案内

　　　　　 ・実 施 日　令和元年１１月２２日～

　　　　　　　　　　　　　　　 ２４日の３日間 

　　　　　 ・受診者数　◎胃がん　１３名

　　　　　　　　　　　 ◎肺がん　　８名

　　　　　　　　　　　 ◎大腸がん　８名

　健康あってのお仕事！！病気の早期発見にもつながる低額で受診できます

・還暦祝金　　　　49名　　980,000円

・在会祝金　　　　57名　　395,000円

・傷病見舞金　　　15名　　210,000円

・死亡弔慰金　　　52名　 1,300,000円

・退職餞別金　　　77名　 3,344,000円

・住宅災害見舞金　５名　　 418,000円

・結婚祝金　　　　13名　　260,000円

・出産祝金　　　　14名　　140,000円

・入学祝金　　　　33名　　330,000円

・成人祝金　　　　８名　　　80,000円

・水晶婚祝金　　　14名　　140,000円

・銀婚祝金　　　　26名　　520,000円

合計　　363件　　8,117,000円



福利厚生事業福利厚生事業
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Ｈ31

 １.12　★地域活性化事業「スノーモビルランド・イ

　　　　　ン・士別」利用回数券助成　１２冊

 ２.２　★しべつ雪まつりに参加

　～３　　雪像作成参加者　６名

 ２.26　★第１回職業能力開発事業「在職従業員向け

　　　　　接遇研修会」開催

　　　　　参加者　６名

 ３.４　★親睦交流事業「ボウリング大会」開催

　　　　　団体戦１０チーム４０名

　　　　　個人戦　　　　　２０名

 ３.５　★第２回職業能力開発事業「在職従業員向け

　　　　　接遇研修会」開催　　参加者　９名

　　　　　参加者　１３名

 ３.12  ★職業能力開発事業「新規就職者等接遇研修

　　　　　会」開催　　参加者12名

 ６.７  ★勤労者福祉連絡委員会推進員会議　　

　　　　　議題～平成３０年度事業報告、令和元年度

　　　　　事業計画等について審議

　　　　　参加者１９名

 ６.24　★親睦交流事業「パークゴルフ大会」開催　

　　　　　参加事業所２３事業所　２５名

 ６.28　★健康促進事業「家庭常備薬(夏期)」の斡旋

　　　　　事業所　1３社　申込者　２４名

　　　　　金額　７８，８５０円

 ７.９　★地域活性化事業「会報　かわら版№1 

　　　　　７月号」の発行　

　　　　　勤福連推進員会議で承認された令和元年度

　　　　　事業計画、行事予定、役員紹介、かわら版

　　　　　クイズ等を掲載

 ８.13　★地域活性化事業「天塩川まつり川舟みこし」

　　　　　参加事業所１８事業　３０名

　　　　　　　　　　　　　今年も事業所の皆さま方の

　　　　　　　　　　　　　　 ご協力を頂き、参加するこ

　　　　　　　　　　　　　　 とができました。

　　　　　　　　　　　　　　 次年度も各事業所のご協力

　　　　　　　　　　　　　　をお願いいたします。

　　　　　　　　　　反省会の串とビール最高ですョ !!

サァー 始めるョー！

団体戦の集合写真

今年度の事業計画を立てています

天気は最高!! 結果は……？

出航する前に全員で…いい写真だネ!!

あれれ!!
シラカバに当ったョ

　民間企業労働者相互の親睦と交流を図るとともに、明るく楽しい働きがいのある職場づくりによる、
福祉の増進企業の発展を目的にしています。

講師の話し真剣に聞いています

・団体戦　　　　　　　　・個人戦
優　勝　佐藤建設管理㈱　優　勝　松里　章弘（名寄勤福連）
準優勝　宮武電機㈱　　　準優勝　喜多　聖人（士別勤福連）
第３位　大野土建㈱Ａ　　第３位　有倉　宏志（士別勤福連）
第４位　大野土建㈱Ｂ　　第４位　松　東洋子（三愛会）
第５位　コスモス苑　　　第５位　三和　紀子（三愛会）

・優　勝　柴山　　弘（ﾀｶﾀﾞ技建）　　準優勝　小田知津子（㈱Ｃｻﾎﾟｰﾄｱｰｽ）
・第１位　武田　正徳（ﾀｹﾀﾞ燃料）　　第２位　葛西　雅之（㈱久光組）
・第３位　町田　　修（㈱ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ） 第４位　山内　敏夫（㈱Ｃｻﾎﾟｰﾄｱｰｽ）

ナイス ストライク ! !

これから練り込が
始まるゾー
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 ９.28　★親睦交流事業「勤福連推進員の研修会」

　～29　　参加者１０名

　　　　　富良野・旭川方面…ファームズ千代田、深

　　　　　山峠トリックアート美術館、男山酒造資料

　　　　　館、旭山動物園、北鎮記念館他

 11.22　★親睦交流事業「第４３回勤労感謝の集い」

　　　　・恒例の立食パーティーで、３６４名の大勢

　　　　　の参加を頂き盛大に開催されました。抽選

　　　　　会には、１９社６９本の提供景品をいただ

　　　　　き、合わせて１７３本、理事長賞（５万円

　　　　　相当の高周波治療器コリコラン、ヘッドス

　　　　　パ）委員長賞（３万円の灯油券）勤福連賞

　　　　　（士別市指定ごみ袋セット）抽選ごとに一

　　　　　喜一憂していました。

　　　　　参加者は、ビールを飲み交わしながら、和

　　　　　気あいあいのなか会員同士の交流が深めら

　　　　　れました。

天気良くて最高!!

おっかなびっくり乳しぼり 北鎮記念館で真剣に説明を聞いています

優勝チーム「あきらめないでチーム」

ＡＥＤのパットを付けます

オットトト…ナイスカバー ! !

市長のご挨拶

ポインセチア当ったョ！

集いのスタッフ一同で!!お疲れさま

 ９.１　★親睦交流事業「ミニバレーボール大会」開催

　　　　　前日からの大雨で、ソフトボール大会が中

　　　　　止となり、ミニバレー大会に急きょ変更。

　　　　　各チームの協力でスムーズに大会が開催す

　　　　　ることが出来ました。（ソフトボール予定

　　　　　７チーム　１００名）

　　　　　ミニバレー参加チーム　４チーム、４０名

　　　　　優　勝　　あきらめないでチーム

　　　　　準優勝　　西山塗装店

　　　　　３　位　　北星信用金庫

　　　　　４　位　　小泉鉄工

　　　　・突然の変更にもかかわらず、参加者のご協

　　　　　力で和気あいあいの中、ケガもなく無事終

　　　　　了できました。ありがとうございます。

 ９.８　★救急救命講習会

　　　　　救命隊が到着するまでの間、応急処置のＡ

　　　　　ＥＤ使用及び心肺蘇生法等を学びました。

　　　　　参加者　１９名

 ９.９　★地域活性化事業「会報　かわら版№２　

　　　　　９月号」の発行

　　　　　「川舟みこし」・「ミニバレーボール

　　　　　大会」等を掲載

 

ファームズ千代田では、みんなが
初めての搾乳体験、トリックアー
トでは絵画の視覚的錯覚に驚き、
男山では大雪山の万年雪から染み
出る、伏流水で造られた日本酒を
試飲した。うめぇ～
北鎮記念館では、屯田兵や旧陸軍
第７師団などの歴史や、当時使わ
れていた道具や武器、遺留品が数
多く展示されており、説明員の話
を聞き、北海道の歴史を学びなが
ら、戦争と平和について考えさせ
られる研修であった。



事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ

★事業主と従業員のみなさんへ

　　士別中小企業勤労者福祉協会は、働く人たちの福祉向上のために事業主、従業員、市が一体と

　なって、個々の企業では十分なし得ない部分の福利厚生を積極的に進めてゆこうというのが目的

　ですので、一人でも多くの方々に加入していただきたいと思います。

　ご紹介をいただければ、事務局員がご都合に合わせて直接入会の説明に伺いますので、

　２３－２４８２までご連絡ください。・・・・お待ちしております。

　◎ホームページをリニューアルしましたので、入退会・給付書類のご確認にぜひご活用ください。

「コスモス」ニュースを社内回覧して下さい。6

今後の事業予定今後の事業予定

Ｒ２

 １.11　★地域活性化事業「スノーモビルランド・イン・士別」

　　　　　利用券助成  

 １.15　★地域活性化事業「会報　かわら版№４　１月号」の発行

　　　　　事業報告、行事予定、かわら版クイズ等を掲載

 ２.１

  ～２　★しべつ雪まつりに参加

 ２. 　 ★職業能力開発事業「在職従業員の接遇研修」開催　

 ３.１　★親睦交流事業「ボウリング大会」の開催

 ３.15　★地域活性化事業「会報　かわら版№５　３月号」の発行

　　　　　事業報告、行事予定、かわら版クイズ等を掲載

 ３.　　★職業能力開発事業「新規就職者接遇講座」の開催
楽しいナァ～

 11.15　★健康促進事業「家庭常備薬 (冬期 )」の斡旋

　　　　　事業所　１０社　申込者　１６名

　　　　　金額　４１，０４０円

 11.25　★地域活性化事業「会報　かわら版№３　

　　　　　１１月号」の発行

　　　　　勤福連推進員研修、勤労感謝祭の集い等を掲載

 12.15　★推進員及び家族交流

　　　　　「クリスマスパーティ」開催

　　　　　１２世帯、３２名参加

士別市勤労者センターの利用案内
　勤労者センターは、中小企業で働く方々の福祉の推進と地位の向上

を図るため、職業相談や職業講習、職業情報の提供などを行いながら、

心身の健康を保ち、教養の向上、趣味、娯楽、スポーツなどに利用で

きる多目的施設です。

　なお、一般の方々も研修・会議・グループ活動など、ふれあいの場

としても使用できますので、どうぞお気軽に利用ください。

◎施設内容
　・サークル室（15人程度）・和室２部屋（10名程度）
　・研修室（60人程度）・多目的ホール（200人程度）　　
　・体育室（バドミントン３面・バスケットボール１面）

サンタさんプレゼントありがとう!!
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