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令和元年度　定時総会が開催されました。

札幌市経済観光局長

村山　英彦  様
札幌北公共職業安定所

所長　小宮　善広  様

　６月 11 日（火）午後２時より、札幌市教育文化会館大ホールにおいて、本年度の定時総会が開催
されました。
　冒頭、前田龍一理事長から「過年度は３つのテーマをベースに活動を推進してきた。第１は会員増の
件で、従前より全国で『100 万人達成』の目標のもと、当センターも会員増に向けた様々な施策を行っ
てきたが、新年度より『７年間で 100 万人に到達』という新しい目標が設定された。札幌市の場合は、
平成 30 年度末現在 4,120 名の会員数を令和 6 年度末までに 5,500 名に増員するということ。第２は安全
就業の問題で、交通事故を含め、ケガの無い仕事を目指すこと。３つ目は『自主、自立・共働、共助』
の精神をもう一度確認し合い、シルバー人材センターの仕事を通じて社会貢献していくこと」との総括
があり、最後に「12 年間の長きに亘り在勤した理事長職を退任する」旨の報告と感謝の挨拶がありました。
　次に来賓の方々よりご祝辞を頂きました。札幌市経済観光局長村山英彦様のご挨拶要旨：「現在、
札幌市の人口は約 190 万人だが、年間の観光客 1,500 万人以上という世界に類のない大都市に成長し
た。また、2022 年には、市政施行 100 年という節目を迎える。少子高齢化の世の中、市内の６割以
上の会社が人材確保難に悩まされているという結果が出ている。皆様方の力が益々社会から求められ
る時代となっており、札幌市の次なる 100 年の為には、シルバー人材センターの活躍がなくてはなら
ないものと期待している。」
　札幌北公共職業安定所所長小宮善広様のご挨拶要旨：「札幌圏における直近４か月の有効求人倍率
は 1.06 倍となっているが、全道の 1,12 倍、全国の 1,38 倍に比べるとまだ低い。産業別では医療福祉
や建設分野で慢性的な労働力不足だ。北海道労働局では働き方改革の一環として、再就職を希望する
高齢者の就職支援の強化に取り組んでいる。生涯現役社会の実現で人手不足分野を補い、働く意欲の
ある高齢者が地域社会の期待に応えられるようにきめ細かな就業支援体制を築いていきたい。」
　続いて、議長に北区の草野善雄会員が選ばれ議事審議に入りました。まず、資格審査では、議決権
を有する会員数 3,878 名に対し、総会出席者 237 名、委任状 2,422 名、計 2,659 名となり、過半数の 1,940
名を超え、定款により今総会が成立する旨の報告があり、次に議事録署名人には田中洋一氏と對馬哲
夫氏の両理事が選出されました。
　報告事項の 1 号、2 号（令和元年度の事業計画、同収支予算）について事務局より報告があり、質
疑応答では豊平区の３名の会員から①ワークシェアリングの推進と未就業会員対策②広報活動の充実
③会員数確保の目標数値変更の経緯④広報チラシの内容充実等の質問があり、事務局からは特に未就
業会員対策等について詳細な回答がありました。
　次に議題に移り、議案第１号から第４号（平成 30 年度事業報告の件、同収支報告の件、同決算報
告の件、監査報告、役員選任の件）について事務局より提案され、質疑では、豊平区、西区の４名の
会員より①受託事業と派遣事業の扱いについて②発生事故件数の半減理由③事務局体制の強化④会員
の技能向上と更新研修について④未就業者と会費未納の実態について⑤監査の中身について等々の質
問と意見提起がありました。この後、新役員の紹介（女性理事２名含む）と新理事長に榊英司氏が就
任した旨の報告があり、退任役員への表彰の後に閉会となりました。
　全体的には、限られた時間内に冷静で的確な議事進行をされた草野議長の誠実な姿勢が印象に残り
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （記　編集委員　人見春男）
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平成 30 年度　事　業　実　績

役　職 氏　　名 備　考
理 事 長 榊　　　英　司 新　任
副理事長 中　村　暁　生
副理事長 田　中　洋　一
副理事長 立　花　邦　雄
常務理事 北　林　貴　人
理　　事 松　村　信　夫
理　　事 入　谷　淑　彦
理　　事 對　馬　哲　夫
理　　事 竹　内　道　雄
理　　事 塩　谷　正　美 新　任

令和元年度  公益社団法人 札幌市シルバー人材センター役員名簿（敬称略）

役　職 氏　　名 備　考
理　　事 神　野　政　幸
理　　事 小　島　修　一
理　　事 渡　利　千佳子 新　任
理　　事 江　崎　みゆき 新　任
理　　事 風　間　忠　勝 新　任
理　　事 箭　原　恭　子
理　　事 中　路　康　夫
理　　事 小野塚　秀　彦 新　任
監　　事 鈴　木　信　博 新　任
監　　事 西　田　史　明

科　　　目 予算額 決算額 差　異
Ⅰ一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
⑴経常収益
　受託事業収益 937,795,000 905,886,933 31,908,067
　労働者派遣事業等受託収益 50,167,000 50,166,004 996
　受取会費 8,227,000 6,493,000 1,734,000
　受取補助金等 62,942,000 62,942,000 0
　雑　収　益 33,000 33,000 0

経常収益計 1,059,164,000 1,025,520,937 33,643,063

科　　　目 予算額 決算額 差　異
⑵経常費用
　事　業　費 1,055,912,000 1,019,260,049 36,651,951
　管　理　費 7,777,000 6,341,459 1,435,541

経常費用計 1,063,689,000 1,025,601,508 38,087,492
当期経常増減額 △ 4,525,000 △ 80,571 △ 4,444,429

当期一般正味財産増減額 △ 4,525,000 △ 80,571 △ 4,444,429
一般正味財産増期首残高 52,915,009 52,915,009 0
一般正味財産増期末残高 48,390,009 52,834,438 △ 4,444,429
Ⅱ正味財産期末残高 48,390,009 52,834,438 △ 4,444,429

平成 30 年度　事　業　報　告

◇  退任された役員（敬称略） ◇
【理事長】 前 田　龍 一　 【理　事】 坂 口　敏 春　 【理　事】 畑 野　芳 夫　 【理　事】 金 谷　　学　 【監　事】 間 山　祐 一

平成 30 年度　収  支  決  算  書

①事業年度別会員数・就業実人員・就業率・就業延人員

会　員　数 就業実人員　 ※ 就業延人員就　業　率　 ※

　全国的に人手不足問題が深刻化しており、就業意欲がある元気な高齢者が現役世代を支える分野で
活躍することは、単に収入を得るという側面だけではなく、自らの生きがいの充実や健康を維持する
ことができ、社会参加・社会貢献活動を組織的に実施するシルバー人材センター事業の役割は、ます
ます重要なものとなっています。
　また、会員数については徐々にではありますが増加傾向にあり、今後も就業機会の拡大と併せて継
続して取り組んでいきます。
平成 30 年度の受託事業実績は、契約件数が 19,642 件で前年度より 1,172 件の減、契約金額は 905,887
千円と前年度より 11,609 千円の減でしたが、派遣事業が順調に伸びておりこれらを含めた全体実績
では、1,285,295 千円で前年度と比較し、95,113 千円の増、率で約 8％の増となりました。
　新入会員の入会動機ですが、昨年同様「社会参加」とする方が約 43％と一番高い率となっています。

※「就業実人員」及び「就業率」について受託事業又は派遣事業に就業実績のある会員数。
　全国的に統計方法が変更となり、両事業に就業実績がある場合は１名で計上する方法となりました。
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②契約件数・契約金額（一般家庭、民間事業所、公共団体別内訳

契  約  件  数 契  約  金  額

③職群別受注額構成比

④年度別会員登録状況

⑤新入会員の入会動機・退会会員の退会理由

0 5,000

平成30年度
19,642件

平成29年度
20,814件

平成30年度
4,120人

平成29年度
3,942人

平成30年度
905,887千円

平成29年度
917,496千円

628件
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一般家庭 民間事業所 公共団体

＜ 派遣事業含まず ＞

＜ 派遣事業含まず ＞

＜ 派遣事業含まず ＞
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5

職
群
別
実
績

事項
区分

①仕事の
申込件数
（件）

②　　　
受注件数
（件）

③職群別
登録会員数
（人）

④就　業
実 人 員
（人）

⑤就　業
延 人 員
（人日）

⑥ 契　約　金　額（円）
報　酬

（配分金） 材料費等 事  務  費 合　　計

技 術 群 72 67 334 730 2,948,455 8,664 280,662 3,237,781
技 能 群 8,892 8,348 319 19,113 100,171,450 3,313,648 9,161,086 112,646,184
事 務 群 1,381 1,359 454 5,304 21,475,112 46,624 2,207,379 23,729,115
管 理 群 263 249 1,552 82,756 368,930,494 599,004 50,759,658 420,289,156
折衝外交群 16 13 93 1,216 7,540,528 1,660 753,607 8,295,795
一般作業群 9,549 8,879 1,021 76,222 275,472,530 970,159 25,759,780 302,202,469
サービス群 847 723 337 12,699 32,587,555 4,845 2,870,813 35,463,213
そ の 他 5 4 10 6 21,480 0 1,740 23,220
上 段 計 21,025 19,642 4,120 2,668 198,046 809,147,604 4,944,604 91,794,725 905,886,933

公
共・
民
間
別
実
績

下　 段　 計 21,025 19,642 198,046 809,147,604 4,944,604 91,794,725 905,886,933
公 共 事 業 648 628 49,356 194,476,301 569,098 35,215,418 230,260,817
民
間
事
業

一 般 企 業 3,211 2,986 97,099 413,582,213 1,212,651 38,342,340 453,137,204
個人・家庭 17,166 16,028 51,591 201,089,090 3,162,855 18,236,967 222,488,912

職
群
別
実
績

理　　　由 件　数 具　体　的　な　理　由
発 注 者 都 合 610 キャンセルなど
会 員 不 適 格 15 急な病気など
職 種 不 適 格 9 シルバー事業（臨時的、短期的な仕事）に適さない
申 込 不 適 格 97 高所作業や有害危険な作業であるなど
そ の 他 652 申込み年度と就業年度の違い（業務システムによる）など
合 計 1,383 ※①－②（申込件数と受注件数の差 1,383 件の内訳）

職
群
別
実
績

⑦ 履行期間別受注件数（件）
10 日未満 16,604

10 日以上 1 ヶ月未満 809
1 ヶ月以上 3 ヶ月未満 933
3 ヶ月以上 6 ヶ月未満 572

6 ヶ月以上 724
合　　　計 19,642

⑥平成 30 年度 職群別、公共、民間事業実績 ＜派遣事業含まず＞

札幌市就業サポートセンター内に相談窓口を開設しました
　入会手続きの利便性の向上を図る目的で、札幌サンプラザ（北区北 24条西５丁目）１階にある札幌市就業サポー
トセンター内に当センターの相談窓口を開設しました。入会を希望する友人・知人等がいらっしゃいましたら相談
先の一つとしてご案内ください。また、会員の皆様もお気軽にお立ち寄りください。
＜開 設 日＞　令和元年７月３日（水）より
＜相談日時＞　毎週水曜・金曜日 午前10時～午後４時（年末年始、祝日を除く）

第２次基本計画（５ヶ年）の一部変更について
　第２次基本計画（2017 年度～ 2021年度）の策定につきましては、平成 29年度定時総会で報告するとともに会
報第111号（H29.8 発行）で会員の皆様へ計画内容等を周知したところですが、平成 30年度末に開催した事業計画
推進委員会において協議した結果、計画中の「Ⅲ 目標数値」を次のとおり変更しましたのでお知らせいたします。
＜変更内容＞
　「Ⅲ 数値目標」にある「会員数」および「契約金額」の「派遣事業」の目標数値を次のとおりとしました。

＜変更理由＞
　「会員数」については、平成３０年６月に公益社団法人北海道シルバー人材センター連合会から提示された「第２
次100万人達成計画による目標数値」を基準とすることが妥当との検討結果となったため。
　また、「契約金額」の「派遣事業」については、事業実績の大幅な増により、目標数値との乖離が生じていたため。

2017 年度
（平成 29年度）

2019年度
（令和元年度）

2021年度
（令和３年度）

会　　員　　数 6,000 人　 7,000 人→ 4,300 人　 8,000 人→ 4,700 人　

契約金額 受託事業 93,000 万円 95,000 万円 97,000 万円
派遣事業 16,000 万円 16,500 万円→ 42,000 万円 17,000 万円→ 45,000 万円

就　　業　　率 80.0％ 81.0％ 82.0％

消費税率引上げに伴う「配分金見積基準表」の改定について（予定）
　令和元年10月１日に消費税率の引上げが予定されています。
　受託事業（請負又は委任）で就業した会員へ支払われる「配分金」には消費税が含まれていることから、第２回
理事会（令和元年８月30日開催予定）において、消費税率引上げ分を転嫁するための「配分金見積基準表」の改
定を予定しており、令和元年10月１日より適用となるよう準備を進めています。
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理事長 榊  　英司

新任理事長のあいさつ
就任の挨拶

このたび、当センターの理事長に就任いたしました榊英司でございます。
前田龍一前理事長の永年のご功績に対しまして、心から敬意と感謝を申し上

げます。
私は、札幌市役所を退職後、市有施設関係の共済事業を行う公益社団法人に

５年間お世話になり、このたびは、図らずも理事長の大役を仰せつかり、その
職責の重さに大変身の引き締まる思いをしているところでございます。

昨今は、少子高齢化の社会現象が急速に進む状況において、高齢者の社会参
加の重要性が一段と高まっております。

このような中、高い就業意欲を持ち、豊かな知識、経験を有する高齢者の方に就業機会を提供する
シルバー人材センターの事業の役割は、益々大きくなってきております。

当センターは、来年創立 40 周年の大きな節目を迎えますが、これを機会に事業実施において財政
基盤の強化、受注体制の強化、就業体制の整備に加えまして、安全就業の確保、広報活動の充実、事
務局体制の強化に取り組む必要があると思います。

このため、諸先輩の方々がこれまで築いてこられた礎をしっかり守り、更に発展させることに鋭意
努力をしてまいる所存でございます。

会員の皆様方におかれましては、前理事長同様に、今後とも格別のご指導、ご支援を賜りますよう
お願いを申し上げ、就任のご挨拶といたします。

高齢化社会を積極的に生きる
札幌市シルバー人材センターの会員として、札苗小学校の施設管理業務に

就業しております。
昭和 34 年から 39 年までの小学校教諭勤務の後、夫の転勤により旭川に転

居しました。子育てが終わって昭和 48 年から 51 年３月まで産休代替教諭と
して６校の小学校に勤務。夫の異動により旭川から札幌へ転勤となり、昭和
51 年から平成 10 年の３月まで 16 校の小学校に勤めました。桑園小学校勤務
の時に「全力投球母さん」として北海道新聞に掲載されたこともあります。令
和元年６月 11 日に理事に選任されたというお知らせをいただきましたが、緊
張と戸惑いを覚えました。高齢化社会を生きるには、会員同士が手を携え、少

しでも世の中に貢献できる人生でありたいと思います。一人でも多くの人にシルバー人材センターの
会員になってほしいのです。さまざまな人との触れ合いが高齢者の暮らしを豊かにしてくれるのです。

現役を退いてからシルバー人材センターを介して、たくさんの方々を知ることができたのが何より
の財産であり、交流の輪を広げたいと思います。「人は一人では生きられない、人間は人と人との間
で生かされている存在である」と言われます。

教職の他に国民年金事業推進員としての勤務経験もあります。挨拶は心を開いて相手に迫ることで
あり、そこから会話が生まれます。自宅に閉じこもることなく積極的に人とつながっていたいのです。
生涯現役でいるためには人との触れ合いが大切であることは言うまでもありません。札幌では東区か
ら南区の真駒内曙小学校までの遠距離通勤を余儀なくされましたが、苦痛に感じたことはありません。

人一倍のがまん強さが自分の長所だと思っていますし、不撓不屈の精神を持ち続け、世のため、人
のために役立つ人間になりたいという一心であります。

理　事
渡利　千佳子

女性会員から二人の理事が誕生しました
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理事就任にあたりまして、ご挨拶申し上げます。
会員の皆様、こんにちは。
このたび、本年度「第１回地域班女性部長連絡会議」にてご推薦をいただき、

令和元年６月 11 日の定時総会におきまして理事に就任した西区地域班の江崎
みゆきです。

女性登用という社会の波に乗って、当シルバー人材センターも理事に女性
枠を設けてくださったことを大変ありがたいと思います。

事務職としての長年の勤めを終え「さぁこれから何をしようか」と迷い、手っ
取り早く地域活動に参加し、重ねて男女共同参画のための女性起業家支援活動
団体に身を置きました。

しかし何か一つピンとこない日々を過ごすなか「シルバー人材センター」の存在を知り迷わず入会
したのが平成 26 年８月。シルバー人材センターではまだまだ「ひよっこ」の経験不足の身ではあり
ますが、女性部長を務めながら少しづつ女性会員の抱える課題が見えてきたように思います。

会員同士の交流の場が欲しい！との気持ちを快く理解してくださった西支部職員の皆様のご支援を
受け、会員のための「コミュニティ・カフェ」の開設や、女性の特技を生かした「手芸同好会」の設
立が実現しました。

これにより、会員同士のコミュニケーションが図られ、女性会員の居場所づくりの一助になること
を期待しています。

求められる高齢者の労働力は、今や男女ともに社会の必須項目になっていると思います。今こそ社
会に繋がる前向きな生き方に貢献できますように諸先輩理事とともに課題解決に取り組み、女性の立
ち位置の向上、女性会員増加の一役としたいと思います。

皆様にはご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

理　事
江崎　みゆき

令和元年度  地域班運営委員長名簿（敬称略）

地域班 氏　　　名 備　考

中央区 中　村　暁　生

東　区 松　村　信　夫

南　区 後　藤　　　厚

白石区 對　馬　哲　夫

厚別区 浅　川　辰　則 新　任

地域班 氏　　　名 備　考

豊平区 松　浦　日出男 新　任

清田区 塩　谷　正　美 新　任

北　区 神　野　政　幸

西　区 小　島　修　一

手稲区 立　花　邦　雄

新任の運営委員長さんから就任の挨拶
昨年 12 月委員長代行となり、今春からは委員長

として推挙され就任し、運営委員会のメンバーと
様々な活動に取り組んでいるところです。

私は､ 入会以来 10 年が経過しました。この間、
主に剪定・冬囲いに従事しておりますが、6 年前か

ら新入会員の就業機会の確保と仲間と共に学ぶグループ就業を多くの仲間と実践してい
るところです。
「人生 100 年時代」シルバーへの入会年齢も年を追う毎に高くなり、今や 70 歳に届こうとしておりま

す。我々高齢者が安全で楽しく働くことが出来る就業環境の改善に向けた取組みを､ 地域班の中で議
論を活発に行い、一歩でも前進するよう微力ながら努力する所存です。

　　就任の挨拶
清田区地域班
　運営委員長　塩谷　正美
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若い頃、石川県から縁もゆかりも無い北海道に
来ました。体は弱いがやんちゃな性格は生まれつ
きです。人様との出会いに恵まれ生かされてきま
した。会社員を定年退職後「シルバー人材センター
というのがあるよ」と人から聞き入会しました。

暫くして厚別区民センターの夜間受付業務に就業させて頂きました。数カ月後、所属
の班長から次期班長に推薦すると言われました。年に数回会報を配るだけだと言われ単純にお引受け
しました。これが地域班運営委員会とのご縁の始まりです。

厚別区地域班運営委員長を引受ける事になるとは当時は想像もつきませんでした。今思えば地域班
運営委員会をよく理解せず、地域班の事務局業務を担当した事は組織の仕組みや出来事を直接体験で
きて新鮮に感じました。その事で地域班に関心を持てたように思います。

皆様とのご縁を大切に謙虚な心を忘れず運営委員長の職務を遂行したいと思っています。地域班運
営は具体的に事業の目的が何なのか、会員さん同士共有・理解している事が基本だと思います。一昨
年、前運営委員長が中心となって厚別区地域班ホームページを立ち上げて頂きました。システム運用
管理者さまを含め多大なご尽力がありました。使用させて頂いている一人として大変感謝しておりま
す。このツールが会員さんにとって楽しく便利に使えるよう浸透し、更に改善し創りあげて行きたい
と思っています。目次には「今後の予定」「実施済行事」「各種活動」「活動費予算執行状況」「案内状」「議
案書」「掲示板」等があります。加えて機能の快適性、利便性、情報伝達の効率の良さが実感できるよう、
皆様と一緒に実践し、お役に立ちたいと思っております。宜しくお願い致します。

新任の運営委員長さんから就任の挨拶

私は、平成 23 年末にシルバー会員となり、直
ぐに大型商業施設のカート及び買い物かごの整理
作業を紹介され、現在に至っています。以来、職
群班グループ、地域班運営等にも関わることとな
り、その中で、牧野強司前委員長（現顧問）から

委員長を引継ぐことになり、戸惑いと不安が入り混じっていますが、精一杯取り組ん
でいきますので宜しくお願い致します。

豊平区地域班は 413 名（5/1 現在）の会員数で活動中ですが、昨年度末には 48 名の退会者がいて、
中には一回も就業せずに退会されている方もいます。これら未就業者対応に苦慮しているところです。
解決策の一つとして就業先の開拓、会員の持っている情報をいかに活用することが出来るか、今後の
課題とするところです。

地域班活動の中では、同一職種で働く仲間の会合により意見を戴き、職場環境の改善、職場の安全
確保等について、会員が求める方向に一歩でも進めていきたいと思います。

職群班は現在 65 名の会員がいて、技能判定者Ｃの会員の技能アップへの取り組みが課題となって
います。毎年、受注件数、受注額が減少しているのも気になります。会員自らの解決策を模索してい
きたいと思います。又、シルバー全体での庭関連三職種に係わる事故発生は減少傾向にありますが、
われわれの職域は高齢者の集団のため色々な課題があります。安全・適正就業委員の助言を戴き、よ
り安全な職場環境の改善に向け、関係する会員と努力していきます。

女性部の会員活動をより一層発展させるため、話題の講演会、女性部独自の活動等への支援をして
いきます。また男女共同参画活動として盛り上げていきます。

派遣労働会員は、50 名を越えて増加しています。これから益々就業先拡大していくに伴い派遣労
働に係わる事故ケガの発生が予測されます。これらも会員として職場での安全確保、就業環境の情報
を共有し、改善に取り組んでいきます。

豊平区地域班は、楽しい地域班活動を求めて、会員相互の交流・親睦を深めるため一堂に会する機
会を模索していきます。又、仲間づくりを通じて地域班活動を展開していきますので、今後とも皆様
のご協力ご指導の程宜しくお願い致します。

　　就任の挨拶

厚別区地区班
　運営委員長　浅川　辰則

　　就任の挨拶

豊平区地区班
　運営委員長　松浦  日出男
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　シルバー派遣事業は、公益社団法人北海道シルバー人材センター連合会が北海道労働局長に届け出を行
い実施しています。「臨時的かつ短期的またはその他の軽易な業務」の基本原則を守りながら、『労働者派
遣事業』を行っています。
　札幌市シルバー人材センターが実施事業所となり、派遣事業を通じて会員の皆様の豊富な経験や知識、

専門技術を活かして頂き、社会参加や生きがいの充実を感じて頂ける就業機会の拡大を目指しております。

◆シルバー派遣事業の特色について 
○派遣期間中は、派遣元事業主「公益社団法人北海道シルバー人材センター連合会」と労働契約を締結します。

注意していただきたいこと
●派遣による仕事を希望して頂いても必ず派遣
されるわけではありません

●仕事の紹介を受けた場合、実際就業するかど
うかは本人の希望によります　

●派遣先から他の会員へ交代の要請があり、そ
の要請が適性と判断された場合は交代してい
ただくこともあります

●約束の時間は守りましょう　
●マナーを守りましょう
●機密情報を守りましょう

●仕事の内容や条件に変更があったとき
●仕事で困った事があったとき　　
●事故や病気で急に欠勤するとき
●住所や電話番号などに変更があったとき

心がけていただきたいこと

連絡を下さい

▶▶▶ お 気 軽 に ご 相 談 下 さ い ◀◀◀
＜白石区・厚別区・豊平区・清田区の方＞

札幌市東事務所
826-3279　担当 前田・金子

＜中央区・東区・南区の方＞

札幌市中央事務所
614-2155 担当 安達 ・大野 ・西本

＜北区・西区・手稲区の方＞

札幌市西事務所
615-8228　担当 今井

『シルバー派遣事業』って？ 公益社団法人
北海道シルバー人材センター連合会

豊かな経験と能力で
安心サポート 活用してみませんか

シルバー派遣事業の仕組み
お客様（派遣先）

事務局 シルバー会員（派遣労働者）

民間企業・事業所
公共団体 など

雇用契約

賃金支払い
シルバー人材センター

事務局

労
働
者
派
遣
契
約

指
揮
命
令
関
係

お
ね
が
い

し
ま
すか

し
こ
ま
り

ま
し
た

産業医から

食中毒のご注意！
　真夏を迎え、気温や湿度が上がるにつれて食中毒
が起こりやすく、身体の抵抗力や免疫力が落ち気味
となります。食中毒予防の3原則『食中毒菌を、付
けない・増やさない・やっつける』を守り、食中毒
を防ぎましょう。

　公益社団法人シルバー人材センター会報編集委
員会では、令和２年１月号より表紙写真を会員の
皆様から募集いたします。たくさんのご応募お待
ちしております。

【テーマ】：会員が就業またはイベント・ボランティ
ア等を行っている様子。（要本人承諾）

お知らせ 表紙の写真募集

創立40周年記念事業について
　昭和55年８月に設立された当センターは、令和２年８月に創立 40周年を迎えます。来年の秋に創立 40周年記念事
業の開催を予定しており、その準備を進めるため、会員理事と地域班会員（各区１名）を中心とした「創立 40周年記
念実行委員会」を立ち上げました。
　創立 40周年記念事業の詳細につきましては、時期が近づきましたら別途ご案内いたします。

契
約
金
の
支
払
い
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▶ 平成30年度の活動報告

　東区地域班活動として約450名の登録会員の活動の中枢は21班
の区割りにより、班長、副班長、約45名の会員各位の皆さんによ
り『シルバーさっぽろ』並びに『シルバー東区』の会報が皆さん
のお宅に届けられています。班長、副班長さんはほとんどが職を
手にして活躍している方々なのです。運営委員会は年間３回開
催しており各班長、副班長さん出席のもと種々の課題に熱心な
討議を交えよりよい地域班をめざして活動しています。
　地域懇談会（会員交流）を１月22日に東区民センターにおいて
催し、80名の会員の出席がありました。当日は来賓として本部北
林事務局長、中央支部、中村所長、明石職員の出席をいただき
ました。タッピ―体操を始めとしてグループ討議、意見発表など
で、会員同士の意思疎通と親睦を図り 有意義な１日を過ごしま
した。
　例年、親睦会は一泊旅行で開催していましたが、今年度は趣向
を変えて日帰り旅行にしました。３月中旬に駒岡保養センターに
てお風呂、カラオケ等と束の間の癒しを味わう事が出来ました。
また見学旅行で立ち寄った駒岡資源再生センターでベルトコンベ
アーに並んだ再生資源の選別作業に従事する障がい者60数名の一
生懸命な姿が印象に残りました。
　年度が変わり４月23日新年度第１回の地域班会議（前年活動報告、決算報告に続き新年度の活動計画、予算
審議）並びに安全就業の改定、就業単価改定に基づく説明などが話し合われました。５月に入り各職群班のグ
ループ会議が軒並み開催され、令和元年の誕生と共に新たな気分で各々が活動を開始しております。
　近年女性の会員が増加しています。毎年６月に「女性の集い」が行われ定例になっています。参加人員は伸び
悩み傾向にあり、役員さんはこの集まりの企画に躍起になっているのが現状です。当然ながら女性会員の方々は
派遣や家事支援の就業で忙しい中での開催ですが、６月20日に開催の運びとなりました。
　渡利女性部長は今年度より女性理事として一層の多忙を極め我々東区地域班役員並びに会員も一丸となって
活躍して行く所存です。　　　　　　　　　　　　　　　

 （記　森崎　秀明）

▶「植木の手入れ」研修会開催状況

　今年４月、南区職群班に「植木の手入れ、冬囲い」の職種グ
ループが結成され、会員35名でスタートしました。
　会員の中には、シルバー人材センターで実施している植木の
手入れ技能講習会を受講し、C判定以上の判定は受けています
が、植木の手入れの仕事に声がかからず、一度も作業をしたこ
とがない会員や、今迄に数件しか仕事をしていないなど、作業
に不安で自信がない会員が多数見られた。また、昨年度から２
人以上の作業が求められたことから、庭三職種での就業を希望
する新人不足の解消とともに、会員の技術の向上を図るため、
植木の手入れ研修会を開催したところです。

●南区地域班中央支部

中央支部 ●東区地域班

●東区 ●南区 ●豊平区
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▶令和元年度の活動計画について討議される！

＜本年度の地域班活動目標＞ １．会員拡大目標450人達成　２．未就業会員対策　３．安全就業の強化
　地域班拡大運営委員会議が、５月24日（金）午前10時から11時45分まで札幌市月寒公民館第３研修室に於い
て、運営委員（役員、班長、副班長）の他に職群班世話役を含む42名の方々が出席し盛大に開催されました。
　司会は奥塚副運営委員長が務め開会の挨拶と出席者数について報告がありました。会議の冒頭、今年度より
新たに就任された松浦日出男運営委員長から挨拶があり、続いて来賓祝辞では東支部事務所長に就任された
渡邊義孝様より、自己紹介とともに東支部の平成30年度の受注件数と豊平区会員の就業状況等についてお話を
して戴きました。
　議長には、第１班の石橋貞保班長を選
出。第一号議案（平成30年度活動実施状
況＆活動費精算報告等）、第二号議案
（役員交代報告等）、第三号議案（令和
元年度活動実施計画＆活動費精算計画
等）、第四号議案についての議案報告及
び提案説明を担当役員より説明がありま
した。その後、質疑応答では多数の委員
から要望意見が出され活発な討議が行わ
れました。更に今年度は役員を含め運営
委員（役員・班長・副班長）の交替年度
でもあり、再任を含め退任・新任の異動
について報告されております。
　第一号議案から第四号議案まで全て
の議案について、熱心なる討議の後に承
認されました。最後に全員でシルバー賛
歌「好きです札幌わがセンター」を斉唱
し閉会致しました。
会議終了後、会場をアサヒビール園白石
ロイン亭に移して懇親会を催し、バイキ
ング料理とお酒を酌み交わしながら、新たな活動・行事や就業等について、熱の入ったコミュニケーションで
盛り上がり、楽しいひとときを過ごすことができました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記　牧野　強司）

東支部 ●豊平区地域班

　開催日は令和元年６月17日（月）に、研修会場の選定に
は、駐車場が広いこと、樹木の種類が多く低い木で、研修教
材として数本を剪定させてもらえる場所を求め、南区内の学
校に依頼したところ、快く了解して頂き、感謝しています。
　当日は、雨降りのため学校の会議室をお借りしました。
午前中は、スケジュール・注意事項等説明のあと、続いて
会員の中で技術・技能・経験豊富な会員の方を講師に、剪
定の基本・整枝・剪定時の事故等について講義を頂きまし
た。更に、オンコ・モミジ・ツツジ等の剪定について説明
がありました。
　その後、雨が止んでから校庭に出て、参加者２１名を４
班に分け、それぞれ講師の方についてもらい、午前中講義を受けた剪定の実技指導が行われました。
　参加した会員からは、作業の手順がわかり自信がついたと、大好評で終えることができました。関係者の皆
様、ありがとうございました。

 （記　松屋　義昭）
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　今回は、札幌芸術の森にある有島武郎邸の受付管理業務を取
材しました。
　就業先の札幌芸術の森は、地下鉄南北線『真駒内』駅から国道
453号（札幌支笏湖線）、石山陸橋を通って滝野すずらん丘陵公
園や支笏湖方面へ向う途中にあります。
　約40ヘクタールの広さを誇り、大自然に囲まれ自然環境豊か
な中に、札幌芸術の森美術館、屋外美術館をはじめ、クラフト工
房・工芸館などの他、佐藤忠良記念子どもアトリエ、屋外ステー
ジやアートホールもあり芸術文化を体験できる施設が点在してい
ます。目で見るだけでなく、触れて、造って、芸術を楽しむことが
できる所です。
　これらの施設の一角、正面入り口を進んで左手、緑あふれる木
立の中に赤レンガ色の洋風な有島武郎旧邸があり、第１駐車場が
隣接しています。これは札幌ゆかりの文豪、有島武郎の邸宅（大
正２年築）を移築復元したものです。
　この有島武郎旧邸受付管理業務を平成19年から委託受注し当
センターの会員が就業しております。
　業務内容は（１）訪れる来園者への施設の案内（２）施設管理
㋐異常の発見対応㋑傷病人発生時の応急救護・通報連絡㋒軽微
な施設の安全管理㋓室内の簡易清掃及び害虫駆除（邸内清掃は専門業者の方が毎日実施）（３）販売業務等付随
業務㋐コーヒー自動販売機（クラビア）の運用㋑チラシ・パンフレットの補充㋒アンケートの回収㋓芸術の森オリ
ジナルグッズ（ポストカード）の販売㋔業務日誌の提出などです。
　契約期間は平成31年４月29日から令和元年11月30日までのシーズン。
　就業時間は通常期間が4/29～5/31、9/1～11/30（9：30～17：00）、夏季期間は6/1～8/31（9：30～17：30）です。
　期間中は毎日就業（※ただし11/4～11/30は土・日・祝日のみ）になります。
　この業務を４人のシフト体制で、毎日、午前と午後の交代で各々４時間、月平均１５日間就業しています。
　有島武郎旧邸は、間取りや部屋の和洋折衷の造りはもとより、屋根や窓のデザインなどまで、有島が決めたと考
えられ、腰折れ屋根（マンサード屋根）は大正以降の札幌で流行・モダン洋風住宅の先駆けとなりました。木造２
階建て、建築面積165.1㎡、延床面積259.7㎡。
　就業されての感想を伺いますと、有島武郎旧邸は、文学史的にはもとより建築史的にも、大正期を代表する貴重
なものであり、文化財としての評価も高く、普段の管理にも大変気を配っているとの事です。又、緑溢れる中、来園
者の玄関の入出時に、虫たちも一緒に飛び込んで来て、苦慮しているとか…。
　良い点としては、屋外は大自然に包まれ街中の喧騒を離れ季節により野鳥のさえずりや虫の音も聞こえ、池での
マガモの子育てやリスなどの小動物も見られ元気を貰っているようです。
　又、札幌ゆかりの文豪の旧邸とあって北海道内外の観客の方も多く、学びの都、札幌での留学生を始め外国の方
の来園も多く国際色豊かで色々な人々との出会いがあり、貴重な体験が出来ることです。
　施設の案内には有島武郎に関して日々研鑚され、豊富な知識と語り口により、来園者の方々をお迎えされている
様子が感じ取れました。
　ここは高齢者の「働くよろこびと社会参加」「生き甲斐と健康管理」に理想の環境に思います。
　来園者は、シーズン始めのゴールデンウィークが１日200人超もあり、土・日・祝日は100人前後、平日は50人位と
なっております。（札幌芸術の森美術館のイベント（展示会）により変動があります）
　就業会員は山縣弘幸さん、猪股研吾さん、小野容子さん、江口文恵さんの４名（南区）です。
　最後になりましたが４名でのシフト体制なので『就業日記ノート』を備えて活用し、業務の報告・連絡事項などを
記入し、情報を共有して引継を確実に行っております。又、シーズンの始めと終わりには４人全員が一堂に会しコ
ミュニケーションを図っています。
　担当の札幌芸術の森管理課業務係の加藤華織様との連携体制も良く、良い環境の中での就業が見てとれました。
　取材に際して、ご協力いただいたリーダーの山縣・猪股両会員と、同席いただいた加藤様には、貴重な時間をお
取り戴き、お礼を申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　 　　 （取材　編集委員：福岡憲男・横山悦子）

中央支部就 業 先 探 訪

担当の
加藤様

山縣会員 猪股会員

＜札幌芸術の森有島武郎旧邸受付管理業務＞
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各種会議が開催されました
地域班運営委員長連絡会議

令和元年度 第１回 平成 31 年 4 月 19 日午後開催
理　　事　　会

令和元年度 第１回 令和元年 5 月 17 日開催

職群班長会議
令和元年度 第１回 平成 31 年 4 月 19 日午前開催

就業機会創出員全体会議
令和元年度 第１回 令和元年 5 月 8 日開催

会報編集委員会
令和元年度 第１回 令和元年 5 月 29 日開催

安全・適正就業委員会　令和元年度 第１回 令和元年 7 月 10 日開催

⑴　報告事項
　① 2019 年度の事務局執行体制について
　②各区の安全・適正就業委員について
　③平成 30 年度の事業実績について
　④回収不能金の処理について
　⑤出張入会相談窓口について
　⑥会員からの提案手続きの手順について

⑦女性会員からの役員（理事）候補者選出について
⑧道シ連シルバーフェスティバルの実施結果につ

いて
⑵　協議事項
　①令和元年度定時総会の開催について
　②第 26 回会員交流大会の開催について
⑶　その他

① 2019 年度の普及啓発チラシ等について
② 2019 年度地域班等役職者数等の確認について
③平成 30 年度各区地域班活動状況の確認について

⑴　報告事項   
報告第１号　会員の入退会状況について（～３月まで）
報告第２号　事業実績について（～３月まで）
報告第３号　前回理事会以降の会議・行事について
報告第４号　今後実施の会議について
報告第５号　安全・適正就業委員の委嘱について
報告第６号　会報編集委員の委嘱について
報告第７号　出張入会相談窓口等の開催について

⑵　議　案
議案第１号　平成30年度事業報告の件
議案第２号　平成30年度第2次収支補正予算の件
議案第３号　平成30年度収支報告の件
議案第４号　平成30年度決算報告の件
議案第５号　令和元年度収支補正予算の件
議案第６号　諸規定の改定の件
　　　　　　◦事務局職員規程の一部改定
　　　　　　◦事業計画推進委員会設置要綱の一部改定
議案第７号　次期役員候補者選考委員の委嘱に関する件
議案第８号　第21期役員候補者の推薦に関する件
議案第９号　令和元年度定時総会開催に関する件
議案第10号   退任予定役員の表彰に関する件

⑴　報告事項
①各区の職群班長及び地域班運営委員長について
②「庭関係三職種における複数就業の一部見直し」

及び　「ヘッジトリマー使用要件の一部見直し」
「安全就業基準の一部改定」について

③「植木の手入れ職種代表者会議」の結果について
⑵　協議事項
　① 2019 年度の検討事項（案）について

⑴　報告事項
　①平成 30 年度事業実績報告   
　②平成 30 年度就業機会創出員活動実績（訪問件数）
⑵　業務説明
　①企業等訪問活動について
　②賛助会員の入会促進について 

⑴　報告事項
　①編集委員の変更   
⑵　協議事項   

①令和元年度及び令和 2 年度の会報編集方針、年間計
画について   

②令和元年 8 月号（通巻 117 号）の紙面構成について
③令和元年 8 月号（通巻 117 号）の発行日程について
④令和元年 8 月号（通巻 117 号）の記事担当編集委員

について   

⑴　報告事項
　①平成 30 年度の事故発生状況について
　②平成 30 年度安全・適正就業啓発実施状況について
　③令和元年度の事故発生状況について（6 月末現在）
⑵　協議事項
　①事故措置審議会委員の選出について
　②安全・適正就業推進体制について

③機械除草職種就業会員への文書発送について
④就業現場視察について
⑤機械除草作業における「ナイロンカッターの使用」
　と「安全就業実施度自己チェック票の更新」の検

討について   
⑥安全・適正就業委員による事故現場検証等について
⑦各区地域班における安全就業対策について
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　神棚や仏壇などで使うローソクは、周囲の燃えやすい物に火が接近・接触
することで火災となることがあります。特に仏壇を中心とした火災は、これ
から迎える夏のお盆時期や春と秋のお彼岸の時期などに多くなることから十
分な注意が必要です。
　過去の火災事例をみると、「倒れた線香が座布団に落下して出火した」、「燭台よりも大きいローソクを使っ
たことにより傾いて燭台が転倒した」、「周囲のお供えや花に着火して燃え広がった」といった事故が発生
しています。また、仏壇の奥に手を伸ばした際にローソクの火が衣服の袖口などに燃え移る「着衣着火」
にも注意が必要です。小さな火だからと油断せずに、「裸火だから危険である」と意識することが大切です。

▪ ローソクや線香に火を着けたままその場を離れていませんか？
▪ 火を使うものの近くに、お供えや花などの燃えやすい物はありませんか？
▪ ローソクの大きさに合っていない不安定な燭台を使っていませんか？
▪ 衣服の袖口などへの燃え移りに注意していますか？

札幌市消防局からの お知らせ 札幌市消防局予防部予防課

ローソク火災ゼロ！！ 危険行動チェック

お盆・お彼岸は
　　ローソク火災に注意 !!　　ローソク火災に注意　　ローソク火災に注意

　本年、個人情報漏えいを発端とした被害額 1,000 万円を超える架空請求詐欺が
６月末までに５件発生し、被害総額は約１億円にのぼりました。

◆その手口とは
「名簿にあなたの名前が登録されている」
始まりは防犯協会や道庁職員を名乗る者からの電話。
名簿からの削除を依頼すると、「削除するには代わりの人を登録
しなければならない」「あなたの個人番号は○○○番です」などと言われます。
その後、個人番号を削除業者や代わってくれた人に教えたことで、「番号を教えるのは犯罪で
すよ」「このままだとあなたは逮捕されてしまう」などと言われ、保証金などの名目でお金を
要求されます。

◆被害に遭わないために
①詐欺の手口を知る
②公的機関を名乗られてもすぐ信用せず、連絡先を調べて確認する
③お金のことは１人で考え込まず、周りの方に相談する

被害総額約1 億円 !!
『個人番号を教えるのは犯罪ですよ』

北 海 道 警 察　　相 談 電 話 ＃９１１０

実はこれ、 詐欺のだまし文句です！
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　緊急時とは、当センターが休業日（土・日・祝祭日・年末年始）において、就業中（就業先と自宅との往復
途上を含む。）の会員が不慮の事故・急病等により緊急車両で病院に搬送された場合、又は就業中の会員が
不測の事故を起こし、お客様や一般市民に傷害・損害を与えた場合で、瞬時にセンターと連絡を取る必要が
ある時のみであり、この場合の連絡体制は下記の通りとします。

　※緊急時以外でこの連絡体制を使用することは厳禁とします。
　※「瞬時に」とは、センターの対応が休み明けでもよい場合については除外します。
　※就業する際には、会員証及び緊急連絡先を記したメモを必ず携帯して下さい。

会員が所属する地域班と支部
緊　急　連　絡　先

第１次 連 絡 先 第２次連絡先（所属支部所長が不在で連絡が取れない場合）

中央支部 「中央区・東区・南区」  地域班 中央支部所長
　携帯 090-3777-3324 下記のいずれかに連絡すること。

事務局長  携帯  090-6218-2155
総務課長  携帯  090-3899-9693

東　支部 「白石区・厚別区・豊平区・
　　　　　  清田区」  地域班

東　支部所長
　携帯 090-3899-9711

西　支部 「北区・西区・手稲区」  地域班 西　支部所長
　携帯 090-3899-9671

緊急時の連絡体制について

◇ 事務職員に異動が有りました ◇
【採　　用】

4/1 付 中央支部 事務職員 西本　 徹 4/1 付 東支部 事務職員 石山　信

蜂に気をつけましょう
これから夏は蜂に対する対策が必要な時期と
なってきます。昨年も蜂の被害が 1件発生しています。
屋外作業等で蜂や、蜂の巣に遭遇しての作業も想定されます
ので、事前に準備と点検を行いましょう。

①服装は黒いものをさけ、白っぽい衣類を。
②帽子は白いものをかぶる。
③抗ヒスタミン剤を含むステロイド軟膏等の携帯。
※万一刺された時は、病院へ直行しましょう。

　物損事故の発生を１件でも減らすために、安全・適正就業委
員会が中心となって、事故発生件数が多い機械除草作業におけ
る「安全就業実施度自己チェック票」を用意しました。（対象と
なる方は、刈払機を使用する全ての会員です。）　
　自己チェック票は、各支部の窓口においてありますので、
事前に受取り、必ず活用してください。
　その他の職種の会員の皆さんについても、常に安全就業を心
がけましょう。

対   

策

機械除草作業における
　 自己チェック票を活用しましょう。

■ 熱中症とは ･･･
　高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランス
が崩れたり、体温調整機能がうまく働かないことによ
り、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらに
は吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意
識障害などが起こります。

■ 高齢者の方は特に注意が必要です！
　熱中症患者のおよそ半数は高齢者（65 歳以上）です。
高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下して
おり、暑さに対する体の調整機能も低下しています。
　のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分補給を
したり、暑さを感じなくても扇風機やエアコンを使っ
て温度調整をするように心がけましょう。

年に一度は健康診断を受けましょう！
安全就業の基礎に健康な身体と健全な精神があります。普段から健康だ、どこも悪くない、
そんな必要はない、と思われている方も、年に一度は必ず健康診断を受けて、ご自分の
体を見直してあげましょう。

事  務  局  だ  よ  り

■ 屋外（外出時）での注意事項は ･･･
１．帽子の着用、日傘を使用することなど。
２．日陰を利用し、こまめな休憩をとる
３．通気性の良い吸湿・速乾の衣服を着用する。
４．天気の良い日の昼下がりの屋外作業や外出は
　　できるだけ控える。

■熱中症になった時の処置は ･･･
１．涼しい場所に避難させる。
２．衣服を脱がせ、身体を冷やす。
３．水分・塩分を補給する。

●自力で水を飲めない、意識がない場合は、
　直ちに救急隊（119 番）を要請しましょう !!

に気をつけて !!



会員による『普及啓発チラシ』配布のお願い
　一人でも多くの会員の皆様の就業が得られるように毎年実施している会員による就業開拓用チラシの配布
については、着実にその成果をあげており、今年度も第２回目の配布を実施します。2019年度の新規入会会
員様にも、入会時に一人10枚程度のチラシ配布をお願いしておりますが、今回、「会報117号」と一緒に就
業開拓用チラシをお届けしましたので、ご近所、就業先の近隣あるいは参加される会合などでお配りいただ
きますようお願いします。不足分につきましては各支部事務所に予備がありますのでご利用願います。

◦各支部（中央・東・西）に、会員の入会・退会や就業に関
する悩みや不安などの相談窓口を開設しています。

◦相談員は各区地域班の役員が担当しますのでお気軽に
ご相談下さい。 

相談日は毎週月曜日の
　午前10時から午後３時までです。
（午前中は11時30分までに、
　午後は１時から２時30分の間においで下さい。）

　５月に元号が令和に替わり、新しい時代を迎えましたが、会員皆々様におかれましても気持ち
を新たにお仕事をされていることと思います。５月には札幌を含め道内各地で猛暑日が続きこの
月の気温としては、観測以来の記録を各地で更新しております。８月の天気は平年並みとの予報
ですが、どうなるか心配です。
　さて、話は変わりますが、総務省の「労働力調査」で15歳以上のすべての女性のうち、働く
人の割合が昨年平均で51.3％となり、過去50年ぶりに半数超（約３千万人）に達していること
が報告されています。これらの要因としては、企業の人手不足が背景にあるものと思われますが、
半面、生活面での事柄も考えられます。
　当センターでも会員拡大と共に高齢者の就業機会の提供を掲げた取組の強化を図っておりま
す。また、令和元年度定時総会において第21期役員（会員理事）に女性理事２名が就任、また、
理事長も交代し新たな体制で船出をしております。
　本年度の誌面編集の方向性としては、誌面のリニューアル化、会員ニーズの発掘、全ページカラー
印刷等を図りながら、見やすい、読みやすい、情報の伝達の迅速化を主眼に編集して行きたいと考
えておりますので、直一層のご愛読と会員皆様からのご指導ご鞭撻の程を宜しくお願い致します。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （記　鈴木　喜兵衛）　

編　集　後　記

パネ
ル展の開催について

　本年度もシルバー人材センター事業普及啓発促進月間に合わ
せ、札幌市役所１階西側ロビーで『パネル展』を開催します。
各区地域班の役員さんが２人１組で、来場者の受付や問い合わ
せに対応します。

　期　　間　2019 年９月２日（月）～９月６日（金）
　時　　間　午前 8：45 ～ 17：15

“大通公園清掃奉仕活動”参加のお願い
　札幌市民や観光客の憩いの場である大通公園をシルバー会員
の手できれいにしましょう。
　詳しくは各地域班の役員さんにお尋ね下さい。

日　　時　2019 年 10 月７日（月）午前８時から１時間程度
集合場所　大通西 10 丁目広場【二人の銅像】前

◦中央支部 ／ 中央区大通西 19 丁目 1-1　  札幌市社会福祉総合センター 2 階　TEL. 614-2155
◦東　支部 ／ 白石区本通 16 丁目南 4-26　リフレサッポロ 1 階　　　　　　　TEL. 826-3279
◦西　支部 ／ 西区琴似 2 条 2 丁目 1-5　　高道ビル 2 階　　　　　　　　　   TEL.  615-8228

各支部に 相 談 コ ー ナ ーを設置しています

会　員　数
3,933 人

＜男性＞　＜女性＞
 2,907 人　1,026 人

契 約 件 数
5,985 件

契 約 金 額
240,430 千円

令和元年 6 月末 現在

事  業  実  績


