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シルバー人材センターフェスティバル
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第20回大通公園清掃奉仕活動

●新年のご挨拶　理事長　榊　英司／札幌市長　秋元　克広
●各種会議が開催されました
●研修会のご案内・令和元年度 賛助会員のご紹介
●地域班活動の様子
●就業先探訪
●第 20 回大通公園清掃奉仕活動 ・令和元年度パネル展 
●札幌市に対しての要請活動を実施・シルバー人材センターフェスティバルへ出展
●札幌市消防局からのお知らせ・北海道警察からのお知らせ
●シルバー派遣事業について 
●配分金に関わる確定申告について
●事務局だより
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新年のご挨拶

理事長　榊　　英　司

　新年明けましておめでとうございます。

　札幌市シルバー人材センターの関係の皆様には、お健やかに令和２年の初春をお迎えのことと

お慶び申し上げます。

　平素は当センターの事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げ

ます。

　我が国では、少子高齢化が急速に進み、人口が減少していく中で、成長力を確保していくため

には、働く意欲と能力のある高齢者の方々に就業機会を提供し、併せて社会参加を促進するシル

バー人材センター事業の役割はますます重要となってきております。

　当センターの事業の昨年末の概況を見ますと、前年度と比較して、会員数はほぼ変わらず４千

人台を維持し、受注件数は若干減少したものの、契約金額、就業延人員は増加となっております。

　全シ協では、現在約 71 万人の会員数を令和６年度までに 100 万人とする新たな計画を策定し、

全国的に取り組んでいるところであり、当センターも企業における定年の引き上げ、継続雇用制

度などの影響を受けながらも、あらゆる広報手段を講じて活動の源である会員の増加に努めてい

く所存でございます。

　当センターは、昭和 55 年の設立以来、本年で創立 40 周年を迎え、現在実行委員会を設け、そ

の記念事業に向け着々と準備を進めているところでありますが、これを機会としまして、会員の

就業ニーズに的確に対応するよう発注者及び会員の利便性を考慮した活動拠点の拡大のため４番

目となる新たな支部の開設を準備中であり、これにより当センターのより一層の機能の充実に努

力をしてまいりたいと考えております。

　また、市内の地域ニーズに対応した事業として、当センターでも、空き家管理、要支援高齢者

に対する各種の事業などにも引き続き取り組んでいく必要があり

ます。

　本年は、当センターにとりまして、これまで以上に大きな役割

を果たすべき年であると認識し、しっかりと期待に応えられるよ

う事業運営を行ってまいります。

　結びにあたり、会員各位とご家族の皆様のご健勝とご多幸をお

祈りいたしまして新年のご挨拶とさせていただきます。
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年頭のごあいさつ

札幌市長　秋元　克広
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　新年あけましておめでとうございます。謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　昨年は、地震や台風による自然災害が日本各地で発生した年でありました。札幌市では一昨年に
発生した地震からの復旧・復興、被災者支援に全庁を挙げて取り組んでおり、災害に強い街を目指し、
引き続き、街の強靭化を図ってまいります。
　一方で、人々に夢や希望を与えてくれる、スポーツの力というものを改めて実感した年でもあり
ました。特にラグビーワールドカップでは、国内外から多くの方々が訪れ、豊かな自然や食といっ
た札幌・北海道の魅力や、札幌のおもてなし、国際スポーツ大会の運営能力の高さを発信できたと
考えております。今年はいよいよ「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」が開催され、
札幌では、オリンピック競技の男子・女子サッカー、マラソン、競歩が開催されます。時間は限ら
れますが、大会の成功に向けて関係機関と一体となり、急ピッチで準備を進めてまいります。
　私の２期目がスタートしてからこれまでの約８カ月間、今後のまちづくりの指針となる「札幌市
まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン２０１９」を取りまとめるなど、全力で市政運営を行っ
てきたところです。
　今年は、この計画に掲げた取り組みを着実に進める一年としてまいります。住み慣れた地域で安
心して暮らせるよう、医療・介護・福祉などが一体的に提供される体制の強化や、生活状況などに
応じた住まいの確保に取り組みます。また、全ての市民が活躍できるまちを目指して、保育定員の
拡大や働きやすい環境づくりに取り組むほか、高齢者の社会参加や多様な就業ニーズを叶えられる
よう、支援を充実させてまいります。
　札幌市は今後、人口構造の変化やそれに伴う財政負担の増加など、厳しい時代を迎えます。そう
した中でも、持続可能な札幌の将来を形づくっていくため、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視
点も併せ持ったまちづくりを進めてまいります。本年は、次の１００年に向けたまちづくりの出発点
となる重要な一歩を踏み出す年にしてまいりますので、地域社会の活性化に多大な貢献を続けてこ
られた会員の皆さまにおかれましては、今後も変わらぬお力添えをお願い申し上げます。
　本年が皆さまにとりまして、素晴らしい一年となることを心よりお祈り申し上げますとともに、貴
センターの益々のご発展を祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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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２回 令和元年７月 26 日午後開催

職群班長会議
令和元年度 第２回 令和元年７月 26 日午前開催

地域班運営委員長連絡会議
令和元年度 第３回 令和元年 10 月 25 日午後開催

理　　事　　会
令和元年度 第 3 回 令和元年 11 月 29 日開催

⑴　報告事項
①　傷害・賠償事故発生状況について
②　安全・適正就業委員会事故措置審議会の審議結
果について

③　就業期限基準（５年基準）対象者への対応につ
いて

④　安全・適正就業委員及び事故措置審議会委員、
適正就業審査委員について

⑤　北支部事務所（仮称）の設置計画について
⑥　創立４０周年記念事業について
⑵　協議事項
①　第 20 回大通公園清掃奉仕活動の実施について
②　令和元年度パネル展の開催について
③　札幌市への要請活動について
④　第 26 回会員交流大会の実行委員選出について
⑤　シルバーフェスティバル（道シ連主催）への協
力について

⑶　その他
①	 令和元年度地域班運営委員会活動実施報告書
（上半期分）の提出について

⑴　報告事項
①　令和元年度検討事項の今後のスケジュール等に
ついて

②　「植木の手入れ」、「植木の冬囲い」、「除草（機械）」
職種の複数就業の遵守状況と対応について

③　機械除草作業就業会員への注意喚起文書の発送
について

⑴　報告事項
①　第 20 回大通公園清掃奉仕活動の実施結果につ
いて

②　令和元年度パネル展の実施結果について
③　シルバーフェスティバル（道シ連主催）の実施
結果について

④　安全・適正就業委員会事故措置審議会の審議結
果について

⑵　協議事項
①　令和元年度「会員継続調査」の実施について
②　令和２年度の地域班活動費及び組織活動費につ
いて

職群班長会議
令和元年度 第３回 令和元年 10 月 25 日午前開催
⑴　協議事項
　①　職種代表者会議の開催について

理　　事　　会
令和元年度 第２回 令和元年８月 30 日開催

⑴　報告事項
　報告第１号　会員の入退会状況について（～ 7月）
　報告第２号　事業実績について（～ 7月）
　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・行事について
　報告第５号　就業期限基準対象者への対応について
　報告第６号　事業計画推進委員の委嘱について
　報告第７号　安全・適正就業委員及び事故措置審議
　　　　　　　会委員の委嘱について
　報告第８号　適正就業審査委員の委嘱について
　報告第９号　シルバーフェスティバル（道シ連主催）
　　　　　　　の実施結果について
　報告第10号　北支部事務所（仮称）の設置計画につ
　　　　　　　いて
　報告第11号　創立４０周年記念事業について
⑵　議　　案	 	 	
議案第１号　札幌市への要請活動の件
議案第２号　諸規定の改定の件

⑴　報告事項
　報告第１号　会員の入退会状況について（～ 10 月）
　報告第２号　賛助会員の入会状況について（～10月）
　報告第３号　事業実績について（～ 10 月）
　報告第４号　前回理事会以降の会議・行事について
　報告第５号　今後実施の会議・行事について
　報告第６号　第２０回大通公園清掃奉仕活動の実施
　　　　　　　結果について
　報告第７号　令和元年度パネル展の実施結果について
　報告第８号　創立４０周年記念事業について
　報告第９号　各事務所への閲覧用書類の設置について
⑵　議　　案	 	 	
議案第１号　令和元年度「会員継続調査」実施の件
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令和元年度　賛助会員のご紹介　ご協力ありがとうございます。（敬称略・順不同）

有限会社コスモ保険センター 文化シャッター株式会社　北海道支社
耕仁会　セージュ新ことに プレタメゾン伏見管理組合
一般財団法人　北海道ハイヤー協会 株式会社ジーイー工業
医療法人　中江病院 札幌新陽高等学校
旭運輸株式会社 社会福祉法人　万葉閣うららか
ロピアエル稲積公園管理組合法人 公益社団法人　ふるさと公苑
一般財団法人　札幌勤労者職業福祉センター 公益財団法人　北海道労働保険管理協会
札幌商工会議所 札幌南福祉会　宏楽苑
札石ビル株式会社 耕仁会　セージュ山の手
株式会社藤井ビル 株式会社ジョイフルエーケー屯田店
慈啓会　ふれあいの郷養護老人ホーム 社会福祉法人　札幌市社会福祉協議会
石屋製菓株式会社 札幌龍谷学園高等学校
社会福祉法人　札幌慈啓会 chubb 損害保険会社　北海道支店
真宗大谷派　智徳寺 株式会社 WarkVision
有限会社ファンクリエイト 會澤高圧コンクリート株式会社
NTT 都市開発株式会社 北海道支店 慈啓会　特別養護老人ホーム札幌市稲寿園
キャリアバンク株式会社 日盛ビル管理株式会社
株式会社成瀬家具製作所 株式会社特殊衣料
HRT ニューオータニ株式会社 株式会社イトーヨーカドーアリオ札幌店
公益社団法人 北海道マンション管理組合連合会 医療法人 勉仁会 中垣病院
学校法人 札幌塩原学園 栄光幼稚園 社会福祉法人 福美会 北白石保育園
四つ葉自治会

研 修 会 の ご 案 内
■ 更新研修
研 修 会 場 札幌市白石区本通 16 丁目南 4-26		リフレサッポロ１階会議室A
開 催 日 時 令和 2年 2月 13 日（木）、18 日（火）、20 日（木）10 時から 12 時
受講対象者 ①「植木の手入れ」、「植木の冬囲い」、「除草（機械）」（以降、庭三職種という）のいずれかの技能

研修会を平成 26 年度に受講し、C以上の判定評価を受けた会員。ただし、平成 26 年度以降に庭
三職種の研修を受講された場合は最後に受講した研修が基準になります。

②昨年度受講対象者であったが本人の都合により未受講であった会員。
受 講 義 務 　更新研修の受講は義務とし、期限内に受講しない場合は、庭三職種の就業は出来ません。ただし、

期限内に更新研修を受講しなかった場合、保有している判定評価を喪失することはないですが、次
年度は庭三職種に就業することが出来ません。就業を希望する場合は、改めて更新研修を受講する
ことで就業が可能となります。

■ ヘッジトリマー研修
研 修 会 場 札幌市白石区本通 16 丁目南 4-26		リフレサッポロ１階会議室A
開 催 日 時 令和 2年 3月 12 日（木）、17 日（火）10 時から 11 時 30 分

受講対象者 ①令和元年度の植木の手入れ研修においてB以上の判定評価を受けた会員。
②昨年度受講対象者であったが本人の都合により未受講であった会員。

■ 申込方法（更新研修・ヘッジトリマー研修共通）
受講対象者のうち①の会員については事務局より案内文書を郵送します。
受講対象者のうち②の会員についてはご自身での申込になりますので下記の要領でお申し込みください。
※電話での申込みは受付けておりません。文書（郵便類・FAX・電子メール）で、研修名・研修日・住所・氏名・
会員番号・電話番号をご記入の上、お申込み下さい。（申込用紙は各支部事務所にも用意しています）

■ 申込またはお問合せ先
〒 003-0026		札幌市白石区本通 16 丁目南 4-26		リフレサッポロ 4階　☎ 011-826-3296　FAX011-826-3439
　　　　　			公益社団法人札幌市シルバー人材センター総務課　担当：山﨑　e-mail：kensyu ＠ s-silver.jp
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▶ 女性部連絡会議（女性会員の集い）
　中央区地域班では毎年「女性会員の集い」を開いて、主に女性会員の就業状況やそれに伴う問題点と改善策などを
関係職員の出席をいただいて意見交換をしています。今年も 7月 30 日に社会福祉総合センター第 2会議室で開き、
32 名の女性会員と運営委員長・副運営委員長、中央支部担当職員が参加しま
した。
　最初に参加会員の紹介があり、続いて今回初めての試みとして「札幌市出
前講座」を依頼して「高齢者の交通事故防止のポイント」のお話をしていた
だきました。夜歩くときは黒色より白っぽい服を着たほうが良い、信号を無
視しないことが大事であるなど短い時間でしたが改めて事故から自分の身を
守るのは普段からの細心の注意が必要であることを痛感させられました。そ
の後、担当職員から平成 30 年度の受託事業の実績と女性会員の就業状況について
説明があり、引き続いて職員との質疑応答、懇談を行って終了しました。

▶裁縫同好会
　１月 25 日に開かれた女性部長会議の席上、西支部から「裁縫同好会の活動を行っ
ているが他の支部でもいかがですか？」の問いに答え、2月 20 日に女性副班長が
集まり「裁縫同好会」を立ち上げることとし、地域班広報誌で皆さんに呼びかけ
5月 21 日、中央支部会議室で東区、南区の女性部長・副部長も参加して初顔合わせを行いました。
　また、中央区では 7 名の会員が月 1 回 2 時間のペースで集まり、お互いにアイデアを出し合い、教え合いながら
「この活動が少しでも早く仕事に繋げていけたら」と念じながら指を動かして楽しい時間を過ごしています。
　10 月 23 日の集まりには東区からも 4名の方が参加し、活動の輪が次第に大きくなってきていることを感じます。

（記　白川部	瑛子）

▶地域班活動状況
　会員の皆様明けましておめでとう御座います。昨年は、地球温暖
化の影響なのか各地で台風の災害が起きました。会員及び事務職員の
中に被災された親類縁者の方が居られましたら心からお見舞申しあ
げます。
　さて、白石区地域班には約 400 有余名の会員がおり、班長・副班
長及び会員の協力の下で活動しております。ご協力に対し紙面を借
りてお礼申し上げます。
　運営委員会並びに三役会議を共に年６回開催し、より良い地域班
の活動をめざし奮闘（？）している最中です。地域班の活動を活発
にとの意見を頂き、東支部の渡邊所長の協力を得て来年度中に、新
入会員懇談会（年２回程度）・啓発運動等の活動を新規活動事項と
して取り入れたいと考えております。
　地域懇談会は年２回開催しています。異種業務従事者間の意見交
換やカラオケ、ゲーム等と大いに盛り上がり、景品を土産に帰路に
着く人、二次会へと流れる人など様々です。
　女性部会（男性参加可）も年６回開催しております。５月には象
を見に「円山動物園」を散策、「動物を見に行くのなら我々の容姿
で充分では？」とのジョークも飛びだし、昔なつかしい少女時代に
多少は戻れたのかな？。

中央支部 ●中央区地域班

●中央区 ●白石区 ●北区
●西区

東支部 ●白石区地域班
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▶令和元年度職群班活動について
　西区職群班としては、庭の手入れ（植木の手入れ・冬囲い）、機械除草、駐輪場の各グループの編成がされており、
今後は女性部の「手芸を活かした就業」グループの編成も検討しています。
　この度は、庭の手入れ（植木の手入れ・冬囲い）、機械除草の各職群班の活動について紹介します。
　今回紹介する職群班は、現在８７名（西区地域班会員の約 18％）が加入しています。
〇　グループ就業においては、就業機会が一部の地域に偏ったり、新規の職群班加入者の就業機会が少ないなどの問
題もありますので、世話役の人数や加入会員数に応じた地域割りの変更を行い、特に、新規の就業依頼については、
シルバー人材センターから該当区域の世話役に就業割り当てがされ、世話役がグループ内での就業調整をすること
としています。

西支部 ●西区地域班

西支部 ●北区地域班

▶女性部活動報告
　女性部活動として、「女性会員の集い」を年間計画として春季と秋
季の 2回開催しています。そこでは、出前講座、医療講座、施設見学
等の時期的な話題を研修の素材として活動しております。
　9月 4 日（水）に“初秋の集い”として日帰り温泉交流会を「札幌
市保養センター駒岡」にて開催し、13 名の女性部会員が参加しました。
　午前中の説明・勉強会には西支部主任五十嵐なお恵さんを迎え、今
年の女性部活動の評価と今後に期待されている活動等の報告があり、
会員個々から意見が出されました。
　今年の女性部活動は評価が高く、来年度には女性部
職群班設置に向けて、職種の検討を行います。女性な
らではの職種　①掃除、②料理、③裁縫、の他にも何
か考えられないのか、活発な意見交換がありました。
　説明・勉強会終了後、幕の内弁当の昼食、温泉入
浴後、自然の中の散策やカラオケ等、会員同士の交流、
親睦を深めました。
　さらに、11 月 20 日には健康料理の「食事作り講習会」の集いが行
われました。

▶8月26日に行われたフェスティバル(地下歩行空間)の報告
　裁縫同好会（西支部 3区合同 ) 作製のチエブクローの着ぐるみが歩
行者から反響がありました。道新電子版掲載「ふっかちゃん・はすぴぃ・
かぐらっきー」の生みの親 yume こと、いちはらまなみさんからもツ
イートがありました。
　そして会員より、シルバーさっぽろに「女性部の活躍」をもっと載せてほしいとの要望がありました。

　　　　　（記　高橋　延子）

五十嵐主任の活動状況説明会

チエブクローミニと記念撮影

説明を真剣に聞きいる会員

　７月には、３Ｂ体操の後に情報交歓を行いました。また、９月には「北海道開拓の村」へ行き、古い建物を見学し、
歴史を感じながら楽しい一日でした。開拓の村には前々委員長の倉前氏が旧南 1条交番でボランティアガイドをして
います。
　職群班については、自転車整理誘導業務グループが懇談会を年２回予定。業務に関する意見交換、トラブル防止策
等話し合いの後、懇親会を行っております。
　また、白石区は地下鉄駅６ヶ所・ＪＲ駅２ヶ所と数が多く代表世話役ならびに世話役の方は大変苦労している様子です。
　機械除草・剪定・冬囲い等の職群班は諸事情により昨年解散になりました。現在は他区の職群班長の理解と協力を
得て従事させて頂いている次第です。いつかは復活をさせなくてはと思っています。
　これからも寒さが続きますので身体に充分に気を付けて業務に従事して下さい。

	（記　窪田　幸三）
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１．駐輪業務の概要
　⑴　発	注	先：札幌市厚別区土木部維持管理課
　⑵　就業期間：平成 31 年 4 月 9 日～令和元年 11 月 29 日迄の 144 日間（平日）
　⑶　１カ月の就業日数：10 日間
　⑷　就業時間：午前 7時～ 9時迄の 2時間
　⑸　就業会員数：16 名（Ａ・Ｂグループ各 8名編成）
　⑹　駐輪エリア及び収容可能台数：8エリア（15 箇所）に 2,443 台
　⑺　現地取材日：令和元年 10 月 24 日（木）午前 8時から
２．業務の内容
　公共関係 3業務（施設管理等）の一翼を担っ
ている「駐輪場管理業務」は、現在市内 9区（清
田区は駐輪施設なし）で実施されています。
　市内の駐輪場は地下鉄駅周辺等に総数 242 箇
所が設置されており、当センターでは継続した
受注（請負）が行われており、約 250 名の会員
が就業期限基準の 5年を限度として就業してい
ます。
　⑴　「新さっぽろ駅」での業務内容
①　自転車等の路上放置を避けるために駐
輪場に誘導する。
②　路上に放置及び駐輪場内に放置された
自転車の整理を行い、エリア内の通行に
支障が無いよう安全確保に心がける。
③　駐輪エリア内の景観と環境を保つための行動も行う。
④　誘導整理を行うときには、利用者に親切、丁寧に対応し、不要な不快感を与えることが無いよう心が
けて就業する。また、近くにはＪＲ「新札幌駅」も所在しています。

東支部就 業 先 探 訪 ＜市営地下鉄東西線「新さっぽろ駅自転車等誘導整理業務」＞

〇　庭の手入れグループでは、今年度から世話役を 4名から
6名に増員し 6地区で活動しています。
〇　機械除草グループでは、今年度から、世話役を 2名から
5 名に増員し、4名で 4 地区の分担と大型団地などでの集
団作業担当の世話役が 1名で活動しています。
　世話役の担当区域を細分化することによって、世話役間の
調整やシルバー人材センターとの連絡調整が増加することも
ありますし、激変する就業環境のなかで、円滑な職群班活動
のためには、常に見直しや改良をしていく柔軟な取り組みが
できればと考えています。
　また、西区職群班では、安全就業や技能向上を目指し、平
成 30 年度から本格的な自主研修にも取り組んでいます。
　今年度は6月から9月の間に　「植木の手入れ」を3回、「植
木の冬囲い」を 2回実施し延べ 39 名が参加しました。

研修会場　天理教丹王教会【西区発寒7条 14丁目 2－ 26】
研修内容　センター技能研修会の受講予定者の基本研修、
　　　　　就業会員の技能向上・安全就業対策など

　　　　　（記　安田　均司）
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前理事長　前　田　龍　一

　令和元年 6月 11 日の定時総会をもちまして、公益社団法人札幌市シルバー人材センター
理事長を退任させて頂きました。ここに、謹んで退任のご挨拶を申し上げます。
　シルバー人材センターの誕生を知りました時から、是が非でも入会をと願って精進いた
しておりましたところ、念願が叶いまして公益社団法人札幌市シルバー人材センターの理

事長を長期にわたり歴任させていただきました。
　これもひとえに役員各位や会員の皆様のご支援ご協力の賜物と心から感謝し、厚く御礼を申し上げます。
　ご承知のとおり、国中のご期待に応えようと公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会を中心に策定
した「会員百万人達成計画」に当センターは、総ての努力を傾注致しております。そして一進一退を為しつつ
も確実に前進を為しえております。
　今後も、役員各位や会員の皆様の一層のご支援とご協力を頂き、完全遂行をお願い申し上げ退任の挨拶とさ
せて頂きます。
　最後になりましたが、シルバー人材センターは改めて社会を振り返り、人生を振り返り、為すべきことを為
しえる素晴らしいステージであろうと確信致しております。
　皆様、どうもありがとうございました。

３．就業の形態
　⑴　就業ローティション
　　1週間の就業日 5日間をＡ・Ｂ各グループが 3就
2 休、2 就 3 休の体制でローティションを組みなが
ら次週に継続していく。年間の就業日数はＡグルー
プ・Ｂグループ各 1 人当たり 72 日間です。また、
駐輪エリア 8箇所は毎日 8人で各エリア順送りしな
がら担当している。なお、駐輪場が 15 箇所あるの
で 2～ 3箇所担当するエリアもあります。

４．業務に当たっての要望意見
　取材日に就業しているＢグループの中易リーダー他 7名の皆さんからお話をして戴きました。

◦長期間不法駐輪台数は？……年間約 250 台が撤去されている。
◦エリア内の環境は？…………ゴミ等が放置されているエリアも多くあり、清掃や草刈りを行い環境維持に
　　　　　　　　　　　　　　　心がけています。

◦誘導・整理での対応は？……丁寧に声をかけているが無視される場合は居なくなってから 2～ 3ｍ以内の
　　　　　　　　　　　　　　　駐輪帯に移動整理している。

◦駐輪状態は？…………………ガードパイプにワイヤー錠で固定した自転車も多くあり、通行の妨げになっ
　　　　　　　　　　　　　　　ているので止めてほしい。

◦誘導・整理台数は？…………1,200 台 / 日。
◦利用者に対する要望は？……公共施設でのマナーを理解し守ってほしい等です。
　今回、取材に当たってご協力戴いたＢグループの中易浩リーダーを始め山下信之、田中洋一、小山嘉宣、中
島正己、工藤時男、笠松昇、三浦清志各会員の皆さん方にお礼を申し上げます。また、Ａグループの三浦茂副リー
ダーを始め高森國男、河野至緒、宮嶋進、佐々木卓夫、孫城運造、小川二夫、金澤訓各会員の皆さん方も併せて、
安全就業に心がけご活躍されることを願っております。

（記　編集委員　鈴木	喜兵衛、平　詔子）

退  任  の  ご  挨  拶
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　毎年恒例となった当センター主催のパネル展を、「シルバー人材センター事業普及啓発促進月間」事業
の一環として、今年も９月２日（月）から９月６日（金）までの予定でスタート。昨年は北海道胆振東部
地震の影響により３日間に縮小した開催でしたが、今年は日程のとおりに開催することができました。

　今年は例年一番多く賑わう月曜日の来場者が少なく、市役所を訪れる市民の訪問傾向が変わってきたよ
うでした。それでも市役所を訪れた市民や、ロビーで待ち合わせの市民の皆さんが興味深くパネルを観た
り資料を手に取り、お手伝いに来ていた地域班の役員に向け熱心に質問する光景などがみられました。

令和元年度 パネル展 市役所ロビーにて実施

　例年「シルバー人材センター事業普及啓発促進月間」の一環として実施している清掃奉仕活動も今年で
20 回目になりました。

　予定通り 10 月７日（月）の午前８時に開会式が始まり、薄曇りで肌寒い天候でしたが、清掃活動が始ま
ると日が射しはじめ、熱心にゴミを集めていると汗ばんでくるほどでした。

　南区を除く９区の会員約 100 名が二班に分かれ 40 分ほどかけて、大通公園の隅々まで元気よく清掃活
動を行いました。

　また、別会場では南区地域班の会員が大通公園４丁目に集合し、平成 18 年度から実施しているポケット
ティッシュ（チラシ入り）の配布活動を行ないました。

　清掃活動については「さっぽろオータムフェスト」終了後のこともあり、ゴミも見受けられ清掃活動が
通勤途上の多くの市民の目に留まっていました。配布活動については用意した 2,000 枚のポケットティッ
シュ（チラシ入り）を通行中の市民に向けすべて配布することができ、また当日は報道機関二社に取り上
げられたことから、普及啓発の効果は十分ありました。

第 20 回大通公園清掃奉仕活動
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札幌市に対しての要請活動を実施　令和元年 9 月 10 日

　榊理事長、中村副理事長、田中副理事長、立花副理事長、
北林常務理事の５名が札幌市役所を訪れ、村山経済観光局長
と小野塚雇用推進部長に対し、札幌市生活支援体制整備事業
の家事援助サービス分野での活躍の場をお願いし、さらに支
部事務所の増設ならびに基準枠内での補助金の増額、また会
員拡大のための広報等によるＰＲ、随意契約条項の活用によ
る発注業務の拡大を要請しました。
　席上、村山経済観光局長から「高齢者の活力を生かし、生
きがいの充実や社会参加を推進するシルバー人材センター事
業は大変重要であると認識している」また「特に派遣事業の
実績が順調に伸びており、会員の拡大にも取り組んでいる結
果、着実にその効果が表れていると聞いている」そのうえで

「これからは、高齢者と女性が活躍する場所がますます重要で
あることに加え、働く意欲のある方々の就業ニーズも多様化
していくことから、それぞれの希望する働き方の選択肢が増
えるよう活動拠点の拡充に関しても応援するので、更なる事
業の発展拡充をお願いしたい」と述べられました。

　８月 26 日、札幌駅前地下歩行空間北３条交差点広場において、  
シルバー事業の普及啓発を目的としたフェスティバルが北海道シ
ルバー人材センター連合会の主催により開催されました。
　このイベントには 、当センターほか江別、 北広島 、恵庭、 伊達、 
石狩の各センターが参加し、 それぞれが自信作を携えて出展し協
力しました。
　当センターはシルバー事業の相談コーナー （入会相談含） を設
け、  相談を受けた 53 名の方々のうち、 13 名の方が入会という結
果になりました。そして、 お手伝いいただいた地域班役員の皆
さんが普及啓発チラシを折り込んだポケットティッシュを歩行者
へ配布し、  広場への誘導に活躍していただきました。
　また、 手芸同好会が手芸品を展示するとともに、 このイベント
に間に合わせるよう
に１カ月がかりで手
作りした、 着ぐるみ
のチエブクローがデ
ビューし、 行き交う
人が記念撮影を求
めるなど、 事業のＰ
Ｒに大活躍でした。

シルバー人材センターフェスティバルへ出展
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　札幌市内で平成21年～30年までの10年間で発生した「電気火災」の統計によると、電化製品から伸び
る電気コード・延長コード・コンセントで発生する火災が全体の６割以上を占めています。
　それらの多くは、「電気コードに負担がかかる誤った使い方」や「コンセントとプラグ間のホコリ」などが
原因で発生しており、定期的な確認によりかんたんに防ぐことができます。
　また、冬期間は電気ストーブやこたつなどの電気暖房器具による火災も増加します。これらの器具は、火
を使っていないからとついつい油断しがちですが、発熱部への可燃物接触や電気コードが原因の火災が多く
発生しており十分な注意が必要です !!

▪ 電気コードを束ねない・家電に巻き付けない・重い物を乗せない
▪ コンセント・プラグの間にホコリを溜めない
▪ 許容電力を超える過度なタコ足配線はしない
▪ 電気ストーブ・こたつの発熱部には可燃物を近づけない

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

増加中の電気火災に注意 !! その対策は？

あなたの家でも今すぐ確認 !! 電気火災ゼロ　安全チェックリスト

口座が悪用されてます

暗証番号は他人に教えない
紙に書いて渡さない！

北 海 道 警 察  相 談 電 話  ♯９１１０

は他人に教えない

キャッシュカードは
  他人に渡さない！

キャッシュカードを
封筒に入れてください
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▶▶▶ 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 ・有川

＜北区・西区・手稲区の方＞

札幌市西事務所
615-8228　担当 今井

　当センターでは会員の就業機会拡大につなげるため、これまでの請負や委任による働き方だけでは対応
できなかった「指揮命令を受ける作業」や「派遣先の従業員との混在作業」など、多様な働き方が可能となる、
シルバー派遣事業を取り扱っています。
　ただし、法の定めにより、港湾運送業、建設業務、警備業務、病院の医療関係業務へは派遣ができません。

『シルバー派遣事業』って？

　公益社団法人札幌市シルバー人材センター（以下、当センターとする）では、高齢者への就業機会の拡
大を図るため、上部団体である公益社団法人北海道シルバー人材センター連合会（以下、連合会とする）
が行う「労働者派遣事業」（シルバー派遣）の実施事務所として窓口業務を行なっています。
　当センターに登録されている会員のうち、派遣事業で就業する会員を連合会の派遣労働会員として登録
し、企業・事業所等へ派遣します。
　これまでに培った豊かな知識・技能を活かして、より専門的な分野でご活躍いただき、地域社会に貢献
していただく機会を提供します。

シルバー人材センターでは「派遣就業」が可能です

●　会員は、連合会との労働契約に基づいて、働くことになります。
　　当センターは上記連合会の実施事務所として窓口業務を行います。その場合、当センターの中央支部事務
所は「札幌市中央事務所」、東支部事務所は「札幌市東事務所」、西支部事務所は「札幌市西事務所」とそ
れぞれ呼称します。

●　働く形態は「臨時的かつ短期的な業務」またはその他「軽易な業務」の就業になります。
　　※「臨時的かつ短期的な業務」とは、概ね月10日程度以内の就業を指し、「軽易な業務」とは一定の職種(家　　

事援助等 )で、1週間当たりの就業時間が概ね20時間を超えない就業を指します。
●　従来から実施している受託事業（請負・委任）形態による就業とは全く異なる仕組みで、多様な働き方に
対応できる就業形態です。

●　働いた対価は「賃金」として支払われます。
●　労災保険の適用はありますが、社会保険（厚生年金保険・健康保険）の適用はありません。
●　1人の会員が従来の請負・委任による働き方と派遣事業による働き方の双方を希望しても問題ありません。
●　派遣先の事業所から他の会員への交代要求があり、それが適正であると認められる場合は、交代すること
もあります。

会員（派遣労働者）の皆様へ

指揮命令関係（派遣就業）

会　員
（派遣労働者）

事業主
（派遣先事業主）

派遣依頼派遣登録

労働（雇用）契約

連合会からの
賃金支払

派遣契約

派遣料金の
ご請求・お支払

北海道シルバー
人材センター
連合会

（派遣元事業主）

札幌市各事務所

公益社団法人
北海道シルバー人材センター連合会
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配分金に関わる確定申告について
　シルバー人材センターの仕事をして得た『配分金』は所得税法では「雑所得」として取り扱われますので、
課税対象者になると思われる会員の方は、各自において最寄りの税務署に申告が必要となります。計算方法な
どは下記の事例を参考にしてください。		
　なお、『配分金』については65万円の特例控除が認められています。当センターでは令和元年分の『配分金
支払証明書』を発行いたしますので、必要な方は、１月31日（金）までに各支部事務所までご連絡ください。
２月３日（月）以降送付いたします。	　	

配分金収入、公的年金収入以外の収入のある方は、事例の取り扱いと異なりますので、最寄りの税務署へご相談ください。

　令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和２年２月 17 日（月）から
3 月 16 日（月）までです。税務署は土・日曜日及び祝日等は閉庁日となっており、確定申告書の受付は行っておりません。

「確定申告書等作成コーナー」「確定申告書等作成コーナー」
確定申告書が作成できます !!

で

www.nta.go.jp 国税庁ホームページ

上記に該当しない場合や、
還付を受けるための確定申告書を提出する場合は…

公的年金等の収入金額の合計額が 400万円以下であ
り、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額
が 20万円以下である場合は、所得税及び復興特別所
得税の確定申告が不要です（外国の制度に基づき国
外において支払われる年金など源泉徴収の対象となら
ない公的年金等の受給がある場合を除きます）。

（注１）　 徴収された税額の還付を受ける場合や上場株式等の譲渡
損失を翌年に繰り越す場合などは、確定申告書を提源泉出
することができます。

（注２）　 税務署へ確定申告書を提出する必要がない場合であって
も、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関す
る詳細はお住まいの市町村（市税事務所）にお尋ねください。

令和２年１月からはスマホでも確定申告
が出来るようになります。

年金を受給されている方へ
～確定申告が不要な場合があります～

　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わり
に、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
　医療費控除の明細書には、医療を受けた人ごと、病院・
薬局ごとに医療費を合計して記載する必要があります。
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
では、医療費控除の明細書や確定申告書を作成するこ
とができますので、是非、ご利用ください。
※医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります（税務

署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません）。

医療費控除を受けられる方へ
～医療費控除の明細書の添付が義務化されました～

税務署からの
お知らせ！

　確定申告時期の税務署は混んで
て時間がかかるんだよなぁ？

　e-Taxを使えばパソコンからでも
確定申告が自宅から出来るのよ！

　スマホからも確定申告が出来るなん
て、ますます便利になりそうだ

詳しくは、お近くの各税務署へお問合せ下さい。

◇ 事務職員に異動が有りました ◇
【採　用】 【採　用】

10/1 付 中央支部 事務職員 高倉　　肇 10/1 付 西支部 事務職員 阿部　信幸
10/1 付 東支部 事務職員 塩谷　暢裕 【退　職】

11/18 付 中央支部 事務職員 西本　　徹
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事  務  局  だ  よ  り
会員継続調査について

　毎年実施している会員継続調査を今年度も実施致しますので、本会報と一緒にお届けいたします。
　この調査は、会員の皆様の現状を正しく把握し、今後のシルバー人材センター事業の拡大などに少しでも役
立てるため、全会員を対象としております。
【注意事項】1．返信用封筒をご使用ください。（期限前は切手が不要です）
　　　　　 2．提出期限は令和2年 1月31日必着です。（期限を過ぎますと切手が必要になる場合があります）
　なお、ご提出いただいた『会員継続調査票』はプライバシーの保護に十分配慮するとともに、調査目的以外
には使用いたしません。

◆転びにくい心構え！
その一　時間に余裕を持って行動しましょう
その二　路面の凍結した部分は避けて歩く

◆転びにくい上手な歩き方を知ろう！
その一　小さな歩幅で
その二　足裏全体で踏みつける

冬季は路面がツルツルです 転倒を防ぐポイントは
～あせらない  急ぐ時ほど  落ち着いて～　

◆転びにくい工夫
その一　転んだときのけがの予防のた

めに帽子、手袋など身につけ
るものを工夫しよう

その二　両手を空けておくなど、すぐに
対応できるようにすることも
安全対策の一つです。

　日本人の死因の６割を占めるがんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病は、初期段階では、ほと
んど自覚症状がありません。でも、体の中では、少しずつ異常がおきているというサインを出して
います。これをキャッチする機会が健診です。あなたの健康を守るために、ぜひ健診を受けましょう。
　また、加齢に伴い身体機能が低下します。体力測定などで自分の筋力等の身体機能を知ってお
くことが、安全就業にとって大切です。

あなたの健康を守る『健診』、受けていますか？

●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。）

●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

　令和元年７月より札幌サンプラザ（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ています。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。
＜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）

札幌市就業サポートセンター内に相談窓口を開設しています

　各事務所にシルバー人材センター事業に関する情報コーナーを設置いたします。令和２年１月中に開設
を予定していますのでご活用ください。

各事務所に情報コーナーを設置します



　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　令和の響きもいつしか耳に心地よく、穏やかな初春をお迎えのことと思います。
　酢の匂い残る羊毛から紡いだ真新しい手編みのセーター、百円札の入ったお年玉、飯台に並
ぶ母渾身の料理、雑煮の丸餅は父の力作、姉　兄も揃って一年で一番のハレの日。遠い記憶の
この光景は、年を追うごとに鮮明に甦り、とても懐かしく、愛おしく…。お正月の迎え方にも
時代の流れを感じます。
　さて会報シルバーさっぽろ118号が、皆様のご寄稿のお蔭で無事発行の運びとなりました。
心より感謝申し上げます。
　今号には、榊理事長の新年のご挨拶と共に本年の指針も示されております。また今年は札幌
シルバー人材センター創立40周年を迎えます。先人の方々が歩んでこられましたこのセンター
の歴史の重みをかみしめ、会員の皆様方に社会貢献の機会が沢山訪れますことを願ってやみま
せん。
　本年も会員の皆様方のご協力とご指導を頂き、より良い会報作りに努めたいと思います。
皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、今後とも宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員　横山 悦子）　

編　集　後　記

会　員　数
4,081 人

＜男性＞　＜女性＞
 3,011 人　1,070 人

契 約 件 数
16,249 件

契 約 金 額
693,144 千円

令和元年 11 月末 現在

　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  業  実  績

第26回 会員交流大会のお知らせ 
○ 開催日時：令和 2 年 3 月 9 日（月）　午後 13 時 00 分～ 16：00 頃まで（開場 12 時 00 分）
○ 開催会場：札幌市中央区大通西 19 丁目 1-1　札幌市社会福祉総合センター４F　大研修室・視聴覚兼会議室・特別会議室
○ 主　　催：第２６回会員交流大会実行委員会　　　　 ○ 協　　力：一般社団法人日本自動車連盟札幌支部　
○ 協　　力：医療法人徳洲会札幌徳洲会病院　　　　　   

【交流の部】
・講演については札幌徳洲会病院さんのご協力により、講師を派遣していただき『医療講演』をお願いしています。

【研修の部】～健康チェック講座～
・講師の先生から『健康チェックの内容を解説』
　と題して、お話を頂く予定です。
【体験の部】

・測定器具を使用して、皆さんの現在の健康を
　チェックしてもらいます。

年会費の
お支払いは
お済みですか！

　年会費未納の会員の皆様に、10月に会費納入通知書を送らせていただきま
したが、いまだお支払いされていない方は至急納入願います。
　なお、３年以上未納の方は、退会処理をさせていただきます。

【研修の部】～交通安全講座～
講座：『高齢者の自動車運転事故と予防』
講師：山本洋平氏（日本自動車連盟札幌支部）

【体験の部】
・前回大会に続きドライバーズビジョンを使用し『視機能診断』を
　行ない視界・反射機能を診断していただきます。

【作品展】第 24 回大会では展示スペースの都合により中止していた作品展を今大会は実施する予定です。


