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令和２年度 事業計画  【主要項目】
　令和２年３月 13 日に開催されました令和元年度第４回理事会において、令和２年度の事業計画案が承
認されました。

Ⅰ　基本方針
　少子高齢化や労働力人口が減少する中、働く意欲のある高齢者が永年培ってきた知識や経験を活かし、
就業を通じて地域社会の活性化に寄与するシルバー人材センター事業の役割はますます重要性を増して
きています。
　事業運営の基盤となる会員数ですが、企業における定年の引き上げ等の雇用制度改革の影響もあり、　
大幅な伸びは見込めない状況ではありますが、着実に増えており、会員の拡充と就業機会の確保は今　
後も継続して取り組んでいきます。
　令和２年度は、創立 40 周年という記念すべき年を迎えるにあたり、これまで以上に地域社会に頼りに
されるシルバー人材センターを目指し、「自主・自立、共働・共助」の理念のもと、会員、事務局一体と
なって事業推進に取り組んでまいります。

Ⅱ　事業計画	
　１　財政基盤の強化
　（１）多様化する就業ニーズに対応すべく、新たな職種については今後も検討します。
　（２）地域に適した新規事業は継続して検討します。
　（３）シルバー事業に対する理解、協力を広めるため賛助会員の拡充に努めます。

　２　受注体制の強化
　（１）会員の入会促進
　（２）就業開拓の推進
　（３）会員の技術・技能の向上

　３　就業体制の整備
　（１）就業機会の拡大
　（２）適正就業の推進
　（３）会員継続調査の実施

　４　地域班・職群班組織の充実
　（１）地域班活動の活性化
　（２）職群班活動の推進

　５　安全就業の確保
　　　安全就業の重要性はいうまでもなく、会員一人一人が常日頃意識し、就業することが大切です。
　　　安全はすべてに優先します。今後も事故ゼロ件を目標に、以下の事項を実施します。
　（１）安全就業の強化
　（２）会員の健康管理

　６　広報活動の充実
　（１）会員への情報提供
　（２）普及啓発活動	

　７　事務局体制等の強化
　今後、より地域社会に密着した事業展開をするためには、発注者及び会員の利便性を考慮した　　
活動拠点の拡充が必要なことから、令和２年度中に新しい支部（仮称北支部）を開設し、事務局体
制の強化を図ります。

　８　第２次基本計画に基づく事業の実施
　策定後４年目となる「第２次基本計画（５ヶ年）」ですが、事業計画推進委員会の各部会（４部会）
では、主要課題への取り組みや新たな課題等の検討を行っていきます。
　また、次期基本計画の策定についても、その準備を進めていきます。

※詳細は定時総会の議案書をご覧ください。
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　９　創立４０周年記念事業について
　令和元年年８月に実行委員会を組織し、同委員会に４つの部会を設置し、実施内容等について具
体的な検討を進めています。
　なお、記念式典の開催月日は令和２年１０月９日（金）、会場は札幌サンプラザ（北区）を予定し
ております。

　10　令和２年度の目標設定

会員数 契　約　件　数 契　約　金　額

4 , 5 0 0 人

受託事業 23,000 件 受託事業 ９億６千万円

派遣事業 600 件 派遣事業 ５億０千万円

合　計 23,600 件 合　計 14 億６千万円

科　　　　目 予　算　額 前年度当初予算額 増　　　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１. 経常増減の部
　（１）経常収益

受託事業収益 960,000 950,000 10,000
労働者派遣事業等受託収益 77,000 60,000 17,000
受取会費 6,307 6,051 256
受取補助金等 66,786 62,942 3,844
雑収益 1 1 0

経常収益計 1,110 ,094 1,078 ,994 31,100
　（２）経常費用 0

事業費 1,104 ,649 1,071 ,820 32,829
管理費 10,778 7,385 3,393

経常費用計 1,115 ,427 1,079 ,205 36,222
当期経常増減額 △	5,333 △	211 △	5,122

　２. 経常外増減の部  
　（１）経常外収益 

40 周年記念事業積立資産取崩収入 1,500 0 1,500
経常外収益計 1,500 0 1,500

　（２）経常外費用	
40 周年記念事業費積立 0 1,500 △	1,500

経常外費用計 0 1,500 △	1,500

当期経常外増減額 1,500 △	1,500 3,000

当期一般正味財産増減額 △	3,833 △	1,711 △	2,122

一般正味財産期首残高 53,334 52,834 500

一般正味財産期末残高 49,501 51,123 △	1,622

Ⅱ　正味財産期末残高 49,501 51,123 △	1,622

令和２年度  収 支 予 算 書 （単位：千円）

※詳細は定時総会の議案書をご覧ください。令和２年度  収支予算
　　令和２年３月１３日に開催されました令和元年度第４回理事会において、令和２年度の収支計画案　
が承認されました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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令和元年度　事故措置結果報告

対 象 事 故（損 害 賠 償）一 覧 表
No 発生年月 就業内容 事故の型 原　　　因　　　詳　　　細 措置内容

1 平成元年 6月 除草（機械）
豊平区	
男性	
75 歳

　民間事業所敷地内で機械除草作業時に小石を飛散させ、近く
を通りかかった車両のフロントガラス、ボンネット、また前面、
側面にも損傷を与える。３人体制で作業。
　事故発生時は最後の仕上げで１人作業を行っていた。刈刃は
ナイロンコードを使用していた。飛散防止ネットは使用してい
なかった。

就業中止	
３カ月

2 平成元年 7月 除草（機械）
東区	
男性	
77 歳

　宅地の機械除草（㎡刈り）作業を２人で行った際に、養生も
何もしていなかったため、隣の家のブロック塀の下部分と民地
石にチップソーの刃で傷をつけてしまった。

厳重注意

3 平成元年 7月 除草（機械）
北区	
男性	
74 歳

　宅地の機械除草作業中、チップソーの刃が石畳と接触した際
に破断し、破片が飛び、玄関フードのガラスに損傷を与える。
２人で作業。飛散防止ネット（固定用）を設置していたほか、
１人が飛散防止ネット（可搬用）を持って防護措置をしていた。
使用していたチップソーは３年前に購入した物で劣化した状態
だった。

厳重注意

4 平成元年 8月 除草（機械）
南区	
男性	
77 歳

　民間事業所テニスコート内で機械除草作業時に小石または
チップを飛散させ、隣接する駐車場に停めていた車両のリアガ
ラスに損傷を与えた。２名体制で作業していた。
　刈刃はチップソーをを使用し、飛散防止ネットも使用してい
た。作業後、チップソーの刃は１本も残っていなかった。２枚
組で 1,100 円の刃を使用。

厳重注意

5 平成元年 9月 除草（機械）
北区	
男性	
74 歳

　団地の機械除草作業中に小石を飛ばし、隣接する駐車場に停
めていた車両のリアガラスに損傷を与えた。
９人で作業していたが、事故発生時はリーダーからの指示を理
解しないまま、自身の判断で防護措置を講じることなく作業を
行った。

就業中止予告

6 平成元年 9月 除草（機械）
厚別区	
男性	
75 歳

　就業場所隣宅より侵入防止ネットに切断があるとの連絡があ
り確認に伺ったところネット下部に３箇所切断箇所があった。
　２人就業で刈刃はチップソーを使用し防護ネットを使用して
いたが、発生場所では防護措置を取ってはいなかった。

指導

令和元年度に事故措置審議会の審議対象となった案件をお知らせします。
事故の原因詳細を参考にして、安全就業につとめましょう。

2020年6月9日（火） 14時00分 札幌市教育文化会館大ホール
詳細につきましては、別途ご案内させていただきます。

令和２年度  定時総会 開催のご案内（予定）
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令和元年度  会員継続調査による意見・要望等について

意見・要望等 回　　　　　　　　答
仕事の連絡がなかなかありま
せん。

　多くの会員が就業するためには、就業先の確保は重要です。センターでは、就業機会
創出員が事業所等の訪問活動を行い、普及・啓発活動を行っています。
　令和元年度は６名体制でしたが令和２年度から４名増員し 10 名体制として体制の強
化を図ります。
　また、一般家庭への PRについては、会員の皆さんが普及啓発チラシの配布を行ったり、
地域班でチラシの配布を行ったりしています。
　就業機会の拡大のためには、事務局・地域班・会員が一体となって活動することがシ
ルバー人材センター事業の基本理念となっています。
　なお、就業の連絡がない場合、登録している希望職種を変更することで就業に繋がる
場合もありますので担当支部へご相談ください。

現在の仕事が５年目になりま
す。仕事の変更があるのでしょ
うか？少々心配です。出来れ
ば現在の仕事を続けたいので
すが。

　受託事業での会員の就業期間は、長くても１年間が基本ですが、更新することにより
１年を超えて就業することが可能です。
　当センターでは、多くの会員に就業機会を提供する目的から同一就業先での継続した
就業は５年を限度とすることを定めた「就業期限基準」を平成 21 年度から施行しており、
現在は３業務（高校・中学校での日直代行業務、駐輪場での自転車誘導整理業務、区民
センターでの案内業務）に適用しています。
　なお、「就業期限基準」につきましては、入会時に配布した「会員のしおり」に掲載
しています。

「植木の手入れ」、「植木の冬囲
い」、「除草（機械）」職種にお
ける「一人で作業することが
できる条件（２時間以内に作
業が完了する見込みであるこ
と）」を見直して欲しい。

　当センターでは、安全面等を考慮し、複数の会員による就業を基本としています。
　複数の区から条件の見直しについて要望があったことから、安全・適正就業員会で検
討した結果、「安全に関する事項であることから時間をかけて慎重に検討する必要があ
る」との結論となり、令和２年度については、令和元年度と同様の取扱いとし、令和３
年度に向け、引き続き、安全・適正就業委員会等の関係機関において検討することとな
りました。
　なお、複数就業の主な目的は次のとおりです。
○発注者との打ち合わせ（作業内容の確認等）を複数人で行うことでトラブルの未然
防止を図る。
○事故防止策を講じるための共同作業。
○事故防止のための会員相互の連携・確認。
○万が一、就業中に体調不良等が発生した場合に早期に発見できるなど、健康面で会
員を守る。
○技術・技能・知識の継承。

シルバー人材センター受託事
業又は、派遣事業で適切な用
語があると聞いていますが、
どのような用語でしょうか？

　シルバー人材センター事業での適切な用語については、厚生労働省職業安定局から「シ
ルバー人材センター受託事業の適正な運営の徹底について」により全国のシルバー人材
センターに指導されています。
　受託事業或いは派遣事業のそれぞれ適切な用語を使用し、混乱の招くことのない様、
注意が必要です。

受託事業（請負又は委任契約） 派遣事業 ( 道シ連※に雇用され、派遣契約 )

配分金 給料、賃金

１時間あたりの配分金、１日あたりの
配分金、１回あたりの配分金 時給、日給

就業、就業時間 勤務、勤務時間

就業場所、就業現場、作業場所 職場、勤務場所

経路途上 通勤経路

※公益社団法人北海道シルバー人材センター連合会

　今年実施した会員継続調査の発送枚数は 4,114 通。そのうち返信があったのは 3,311 通でした。(回
収率は 80.4％ ) でした。
　このうち、調査票の裏面下段に記入いただいた意見・要望の中から、主なものについて取りまと
めて回答を掲載しました。
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　厚別区地域班には令和元年4月1日現在303名の会員がおり、地域班9班、職群班9グループの体制で活動しています。
当地域班では、活動状況を「地域班だより」として会員向けに年 3回、会報のお届け時に合わせ配布しています。最
新の第 13 号（12 月 23 日付）までの内容を中心に、地域班活動のようすをお知らせします。

▶ 会議報告
　運営委員会（地域班班長・副班長、執行部三役（女性部長・顧問含む）、
職群班世話役で構成）を 3回（4月、8月、11 月）実施しました。8月
の会議ではホームページの活用を議論しました。班会議を初の試みとし
て 1班（6月）が、次いで 6班（1月）が開催しました。

▶ 各種懇談会報告
　新入会員懇談会を 3回開催し、毎回東支部渡邊所長に個別就業相談に
対応して頂きました（写真 1）。女性部懇談会は 2回実施しました。と
もに健康がメインテーマでした（写真 2）女性懇談会でしたが、執行部
も参加しました。職種グループ会議は、庭仕事班（5月）、施設班（札
幌市青少年科学館就業メンバー）（10 月）による会議が持たれ、お客様
に喜ばれる業務遂行を確認しました。

▶ 職種班自主研修会報告
　機械除草班（6月）、植木の手入れ班（7月）、パソコン班（9月、11 月）
が自主技能向上を目指す研修会を実施しました。参加者各自、スキルアッ
プを実感しております。

▶ シルバー厚別パークゴルフ同好会活動
　今年度は会員 30 名で、5 月から 10 月まで 10 回の例会・コンペが実
施され、延 155 名が参加しました。目的とする会員相互の親睦と健康で
シルバー人材センターでの就業が出来る体力づくりが図られました（写
真 3）。

　最後になりますが、厚別区地域班ホームページにご関心のある方は次
のＱＲコード（図）をスキャンされ、閲覧下さい。札幌市シルバー人材センター創立 30 周年記念
賛歌「好きです札幌わがセンター」の歌が聞けます。ただし、事前にホームページトップの「メー
ルアドレス登録」からお名前＋所属地域班名、会員番号、メールアドレスの入力が必要です。折
り返しパスワードをお知らせします。

（記　近藤　正敏）

▶職群班の自主研修
１　植木の手入れ
　6月 29日、胆振東部地震で大きな被害を受けた美しが丘小学校に19名の会員が参加し実施しました。午前中は、経
験により２クラスに分け、剪定の知識や安全作業について、会員講師による座学を行い、午後は２人がペアとなってイ
チイの校庭木で研修を行っております。初心者は先輩会員から熱心な指導を受けて、これからのシルバーでの就業に活
して行くことと思っております。研修で剪定されたイチイは会員講師が１本１本講評を行い、その後全員でライラック
のボランティア剪定を行い終了しております。

●厚別区 ●清田区 
●手稲区

東支部東支部 ◦清田区地域班

東支部東支部 ◦厚別区地域班

写真 3　シルバー厚別パークゴルフ同好会の面々

写真 2　女性部懇談会

写真 1　第Ⅲ期新入会員懇談会
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西支部西支部 ◦手稲区地域班

▶女性部の活動及び裁縫同好会
　手稲区地域班では 57 名の女性会員を抱えながら、なかなかその活動状
況が見えず、女性グループとして顔の見える活動を行ってほしいという観
点から、平成 30 年度に立ち上げた裁縫同好会（手稲区おはりの会）は当
初 4名から次第に会員が増え、現在 11 名が毎月集まってわいわいがやが
やと楽しく活動を行っております。女性会員の拡大と就業機会を増やすに
はどうすれば良いかと西支部と知恵を絞った末、女性の特技である裁縫の
技術を活かしたニーズがあることに気がつき手稲区地域班が協力して同好
会として立ち上げました。普及啓発のためのマスコット人形「チエブク

２　冬囲い
　10月 11日リフレサッポロに 20人が集り実施しました。今回は
白石区の会員にも東支部から呼びかけをして頂き２名の参加もあ
り、会員の交流が出来て大変良かったと思っております。午前中
は１Ｆ会議室で座学と椅子に固定した竹を用いて男縛りと縄の囲
いを猛特訓。午後は前庭に出て、３組に分れて竹を５本、６本使っ
た本格的な冬囲いを仲間と共に修得し、これから始まる冬囲い
に備えました。
我々の研修をジャイカ（青年海外協力隊）で札幌に来られてい
た外国の女性の方が、「何のための作業なのかな」と不思議そう
にその様子をしばらく見られていたのが印象的でした。
３　除雪
　除雪については、会員の高齢化に伴い就業会員の確保が困難であります。清田区
では、この様な状況を打破するため、シーズン前に「除雪就業会員」を募るチラシ
を配布し、研修会への参加を呼びかけしております。今年は 11月 28日リフレサッ
ポロに、17人の就業会員（内新入会員２名）が集り、依頼者との打合せ事項、作業
方法、安全就業について研修を行いました。また、今年度新規に依頼のあった除雪
については、新入会員で未就業者に配慮し担当を決め、可能な限り平準化を図りま
した。

▶委員長連絡会議へ会員提案の取組
　シルバー人材センターは、会員の手により運営されるのが原則です。平成 29年度
第４回理事会閉会後の事業計画推進委員会において申し合わせされた会員提案手続
きを積極的に活用することとし、地域班で問題を掘り起し議論を重ね意見を集約し、
会員提案として委員長連絡会議に提出し、会員の就業改善が図られれば幸いと考えております。
　今年度については「配分金について考える会議」を開催し、様々な角度から配分の現状について認識と議論を深め、
更には第４回運営委員会で詳細な説明を行い承認を頂き、10月 15日運営委員長連絡会議々長宛に「配分金の改定及び
設定について」を提出致しました。その内容は①配分金設定の見える化を図ること、②現状に合致した公平な配分金を
設定すること、の２点です。
　今回の会員提案については、委員長連絡会議で議論を進めて行きますが、地区の会員の賛同が頂ければ幸甚に思い
ます。また、次年度以降も引続き、就業改善につながる提案を行ってまいりたいと思っています。

▶新入会員研修会並びに就業相談会
　毎年研修会を実施していましたが、残念ながら会員の参加率は低調で昨年は３割にも至りませんでした。また、在籍
１年未満の会員は就業率が低く半期退会者が多くみられました。これを鑑み、今年は研修会に就業相談会を併設するこ
ととし、開催案内を 43名に送付したところ 20名の参加申し込みがあり大変喜んでいます。今回の取組が早期退会者の
防止につながる事を大いに期待をしております。

（記　塩谷	正美）
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　琴寿園は、地下鉄東西線琴似駅、琴似商店街
などの近接地ながら、住宅街の一角の閑静な場
所にあります。
　春には庭先に見事な八重桜が咲き、入居者の
皆さんや町内会の方々の目を楽しませているそ
うです。
　園は札幌市立ですが、社会福祉法人神愛園が
市の指定管理者として運営しています。定員
50 名（単身部屋 42 室、二人部屋４室）で、60
歳以上、自立して生活できる人など 5項目の入
居条件があります。
　立地の利便性や格安な利用料（市営住宅基準）
などから大変人気があり、常に空室待ち状態だ
そうです。トイレ・風呂は共用、各居室に台所があり自炊ができます。入居者の懇親や健康増進を図るため、
四季折々の行事も盛んで、新年会、豆まき、ひな祭り、納涼祭など多彩な催しを企画しているそうです。
　二年前の大地震の時には、町内会長さんが飛んできてくれたそうで、地域との関わりの深さが伺えます。
シルバー人材センターとしては、平成８年から継続受注している重要先様で、夜間・休日の施設管理を中心に
複数の会員が常時安定就業しています。
　平日の就業は 17 時 30 分から翌朝８時 30 分までの 15 時間体制（仮眠時間 23 時～５時、休日は別途時間割）で、
現在は鎌田勝昭さん、山下淳男さん、鈴木良雄さん、庭山敏忠さんの４名の会員が４日に１度のローテーショ
ンでシフトを組んでいます。

西支部西支部就 業 先 探 訪 ＜軽費老人ホームＢ型　札幌市琴寿園　施設管理業務＞

ロー」を女性会員の手で作成しＰＲを行っています。
　幼稚園児の学芸会用衣装の手縫いやズボンの裾上げ等の仕事の依
頼が来ていることから、今後は更に経験を活かし技術を向上させて
シルバーの事業拡大に向けて頑張って行くものと期待しておりま
す。
　令和元年 8月 26 日には道シ連主催の「シルバーフェスティバル」
に協力し、手稲おはりの会として 150 点の作品出品を行い男性顔負
けの腕を見せてくれました。
　通りがかりの市民にもシルバーでは「こういうものが作れます」
というアピールになり普及啓発に貢献したところです。
　11月 27日には女性部と地域班共催の「講演会・おはりの会作品展」
を開催、札幌市から講師を招いて近年社会問題となっている「食品
ロス」をなくすための講演と、中村安全・適正就業委員会委員長か
ら「機械除草の事故の現状と今後の課題と対策」についての講演を
行い、別コーナではおはりの会作品展を行いました。
　さらに出席者に協力を依頼してティッシュへのチラシ封入を行
い、講演会終了後手稲駅のコンコースで市民に対し、シルバー人材
センター勧誘のデモンストレーションのため 500 個のティッシュを
配布し、手稲区地域班にとって充実した一日となりました。
　令和 2年度には手稲おはりの会を同好会から女性部の職群班とし
て格上げし、更に会員の増加と楽しみながら仕事をする活動を盛り上げていってほしいと期待しているところです。

（記　立花　邦雄）

桜が満開時の園
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　「安全就業基準」に定められている「作業別安全就業基準」一部改定をお知らせいたします。草刈機作業時の
安全作業のポイントを追加するため、下記の改定を行いました。
　この改定は令和２年４月１日から施行されています。なお、冊子「安全就業基準」（令和２年版）は各支部の
窓口に用意していますので支部に来られた際にお持ち帰りください。

改定内容　「作業別安全就業基準７（一般作業群：作業名除草）」について
　　　　　赤文字で示されている部分が改定された箇所になります。

※上記の改定については令和元年度第２回安全・適正就業委員会（R2.1.31 開催）において協議しております。

改　　定　　後

公益社団法人　札幌市シルバー人材センター
安　全　就　業　基　準

　　　　作業別安全就業基準２～６まで省略。

　　　　作業別安全就業基準７（一般作業群：作業名 除草）

玄関前にて、左より鈴木さん、鎌田さん、桐生施設長、山下さん、庭山さん

　業務内容は、鍵の開錠・施錠、各所巡回、園内
の温度管理（ボイラー点消火等）、会議室や事務
室の清掃、入居者の安否確認、ゴミ出し、除雪な
ど多岐にわたっていますが、ドアノブ・手摺等の
消毒は、今回のウイルス対策以前から１日３回実
施しているそうです。
　入居者の安否確認を徹底するため、ゴミ出しに
来ない人については訪室して声がけしたり、引継
ぎノートを活用して申し送りなどをしているそう
です。「入居者はみな高齢なので、全員の安全が
確認できた時は、心から安堵します」（鎌田さん）
という言葉が仕事に対する責任感の強さを現して
います。
　この度、快く取材に応じて頂いた桐生正人施設長には「会員の皆さんは真面目で一所懸命だし、長い間就業
してくれているので信頼しています。私の方が、皆さんに教えてもらうことが多いです」と笑顔のコメントを
頂きました。
　また夜勤明けでお疲れのところ、丁寧に業務内容を教えて頂いた鎌田さん、ありがとうございました。
　シルバー人材センターとしては、これまでに〈庭の剪定〉や施設の〈網戸張り替え〉などの業務も請け負っ
ているそうで、今後とも密接な関係が維持できるように願っております。

（記　宮本幹子、人見春男）

「安全就業基準（作業別安全就業基準）」の一部改定について

作		業		名 安　全　作　業　の　ポ　イ　ン　ト 安全用具
作 業 一 般 省　略

草刈機作業

１～７　省略
８ チップソーは日本産業規格（ＪＩＳ規格）に適合した商品を使用すること。
９ 防護シートや防護板、 防護ネット等の飛散防止措置は必ず行うこと。
₁₀ 塀や建物の擁壁・基礎の付近などは、ベニヤ板等で防護措置を行うなど、刈刃の接触による損

傷に十分注意すること 。
₁₁　灯油ホームタンクが設置されている作業現場では、作業前に必ず送油管の配管経路を確認する

こと。また、灯油ホームタンクの下など送油管がある場所では草刈機を使用しないこと。
₁₂　作業中は、半径 10 ｍ以内に他の人を近づけないこと。
₁₃　雨天時の作業は、滑り易いので十分注意すること。
　⑴　傾斜地は避けること。
　⑵　発雷時は絶対に作業をしないこと。
₁₄　燃料はガソリン等を使用するので、火気には十分注意し、喫煙は絶対にしないこと。なお、ガ

ソリンの運搬及び保管にあたっては適切な容器を使用すること。
₁₅　運搬および格納時には、回転刃に保護カバーをつけること。
₁₆　給油、清掃、注油、修理、点検は、必ず運転を止めてから行うこと 。

防護シート等
ベニヤ板等

保護カバー

除草・草取り
の手作業

省　略
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　毛筆筆耕（宛名・賞状書き）、除草（機械）、植木の手入れ、植木の冬囲いの就業を希望される方は、必ず
研修に参加し評価（判定）を受けてから就業していただくことになります。　　（受講はすべて無料です）

研修会名 コース・会場・開催日・研修時間・開催期間・定員等

毛
筆
筆
耕
研
修

宛　名　書　き

【日程】 Ａコース前期：5月12・19日　6月2・16・23・30日　7月7・14日
　　　Ａコース後期：7月28日　8月4・11・18日　9月15・29日　10月6・13日

【日程】 Ｂコース前期：5月11・18日　6月1・15・22・29日　7月6・13日
　　　Ｂコース後期：7月27日　8月3・17・24日　9月14・28日　10月12・19日

【定員】 28名　【時間】毎回10：00～12：00　各コース8日間の開催　最終回に判定作品を提出　　
【会場】 リフレサッポロ１階会議室Ａ

賞　状　書　き
【日程】 5月11・18日　6月1・15・22・29日　7月16日　8月3・17・24日　9月14・28日　10月12・19日

【定員】 28名　【時間】毎回13：30～15：30　14日間の開催　最終回に判定作品を提出　　　　
【会場】 リフレサッポロ１階会議室Ａ

◎　「宛名書き」研修を、初めて受講される方はＡコースにお申し込み下さい。
◎　「宛名書き」研修を、既に受講の経験がある会員さんはＢコースにお申し込み下さい。
◎　過去に「宛名書き」研修や「賞状書き」研修を受講し、過去に判定評価を受けている方は最終回に作品を提出するだけで判定
　　評価を受けるこることも出来ます。ご希望の方は下記の担当者までお問い合わせのうえ、お申込み下さい。
◎　「賞状書き」研修は、宛名書き研修で既にＢ以上の判定を受けた方が対象の研修です。 

普
通
研
修

除　　草（機械）

【日程】 普通コース①（３日間）
　　　 5月26・27・28日

【定員】各コース30名【時間】と【会場】は下記のとおりです。

１日目【時間】10：00～16：00　【会場】リフレサッポロ１階会議室Ａ 
２日目【時間】10：00～16：00　【会場】未定
３日目【時間】10：00～16：00　【会場】未定 

【日程】 普通コース②（３日間）
　　　 8月25・26・27日

植木の冬囲い

【日程】 普通コース①（２日間）
　　　 9月23・24日

【会場】1日目:リフレサッポロ1階会議室Ａ／2日目：厚別西小学校
【定員】30名【時間】１日目10：00～16：00　２日目10：00～16：00 

【日程】 普通コース②（２日間）
　　　 9月30日・10月1日

【会場】1日目:リフレサッポロ1階会議室Ａ／2日目：発寒小学校
【定員】30名　【時間】１日目10：00～16：00　２日目10：00～16：00

◎　普通研修は未受講の方が対象です、過去に受講された方は上級判定会にお申込みください。

普
通
研
修

植木の手入れ 

【日程】 普通コース①（２日間）
　　　 6月10・11日

【会場】1日目:リフレサッポロ1階会議室Ａ／2日目：発寒小学校
【定員】30名　【時間】１日目10：00～16：00　２日目10：00～16：00

【日程】 普通コース②（２日間） 
　　　 8月19・20日 

【会場】1日目:リフレサッポロ1階会議室Ａ／2日目：厚別西小学校
【定員】30名　【時間】１日目10：00～16：00　２日目10：00～16：00 

◎　「植木の手入れ」研修の受講には過去に植木の手入れの作業を経験された方で、植木の手入れに必要な道具を持参できる人を対
　　象にしています。植木の手入れを経験されていない方は受講できませんのでご注意下さい。また、基礎的な知識などの講義は行
　　いません、また道具の貸出しも致しません。
◎　普通コースの研修は未受講の方が対象です、過去に受講された方は上級判定にお申し込みください。

研修会名 各研修とも【定員】30名

上
級
判
定

除　　草（機械） 【日程】 上級判定（２日間）
 　　　 9月16・17日

１日目【時間】10：00～16：00　【会場】リフレサッポロ１階会議室Ａ
２日目【時間】10：00～16：00　【会場】南郷通り１７丁目団地

植木の冬囲い 【日程】 上級判定（２日間）
　　　 10月7・8日

１日目【時間】10：00～16：00　【会場】リフレサッポロ１階会議室Ａ
２日目【時間】10：00～16：00　【会場】聖心女子学院

植木の手入れ 【日程】 上級判定（２日間）
 　　　 7 月 15・16 日

１日目【時間】10：00～16：00　【会場】リフレサッポロ１階会議室Ａ
２日目【時間】10：00～16：00　【会場】聖心女子学院

◎　同じ年度内に普通研修と上級判定を受講することは出来ません。（上級判定の受講は普通研修受講の翌年以降になります）
◎　上級判定は過去に「除草(機械)」「植木の手入れ」「植木の冬囲い」の研修でＣの判定評価を受けていて、就業の実績がある会員が
　　対象です。上級判定の実技の際にはご自分の道具を持参して頂きます。

令和２年度  技能研修のご案内
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【 受講を希望される方は、下記の要領でお申込みください 】
１　受講を希望される方は文書（郵便類・FAX・電子メール）で各研修会ごとに以下の要領でお申し込み下さい。
　　「植木の手入れ」研修以外は【研修名】【コース名】【住所】【氏名】【会員番号】【電話番号】【FAX番号】をご記入のうえで下記の申込先まで
お申込み下さい。

　　また、「植木の手入れ」研修については上記のほか【作業の経験（経験の種類・経験の年数）】も記入したうえで下記の申込先までお申し
　　込みください。
２　なお、電話でのお申し込みは受付けておりませんのでご承知ください。
３　また、各支部窓口にも申込書がありますので、そちらもご利用ください。
４　お申し込みの締切りは、原則として各研修会開始日の１ヶ月前です。(※先着順での申し込みではありません）
　　ただし、「賞状書き」及び「宛名書きＡコース前期」「宛名書きＢコース前期」、また「除草（機械）普通コース①」については会報到着から研
修開始までが短期間ですので研修開始の前日まで受付を致します。

５　申込者が定員を超えた場合は抽選となり、はずれた方には原則、連絡を致しませんのでご了承ください。	
６　技能研修のお申込みは、(公社 )札幌市シルバー人材センターの会員に限ります。会員以外はお申し込みできません。
７　研修終了後、受講会員本人と所属地域班の職群班長に技能判定の結果をお知らせしています。
８　各研修会とも諸般の事情により中止や日程の変更があり得ますのでご了承ください。

〒003-0026　札幌市白石区本通16丁目南4－26　リフレサッポロ４F 
　　　　　　　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 
　　　　　　　☎011-826-3296　FAX011-826-3439　e-mail：kensyu@s-silver.jp

申込または
お問合せ先

研修会名 各研修とも【定員】30名

そ
の
他
の
研
修

三　　職　　種
更　新　研　修

除草（機械）、植木の手入れ、植木
の冬囲いの普通研修及び上級判定の
いずれかの研修を受講して５年を経
過した会員が対象になります。

【会　　場】リフレサッポロ１階会議室Ａ
【開催時期】令和３年２月中旬を予定しています。
【案　　内】受講対象会員には、事務局からお知らせします。

ヘッジトリマー
研修

植木の手入れ研修でＢ以上の判定
を持ち植木の手入れ作業において、
ヘッジトリマーの使用を希望する場
合は研修の受講が必要です。

【会　　場】リフレサッポロ１階会議室Ａ
【開催時期】令和３年３月中旬を予定しています。
【案　　内】受講対象会員には、事務局からお知らせします。

　令和２年度の後期に、北支部（仮称）が北区にある札幌サンプラザ内に新設されます。
　高齢者が年齢に関わりなく活躍することが出来るシルバー人材センターの活動拠点を拡充することで、
よりきめ細やかな対応が可能となり、地域社会の活性化や働く意欲のある高齢者の福祉向上・健康増進に
繋げることを目的として新設します。
　これにより、北区が西支部から北支部（仮称）へ、東区が中央支部から北支部（仮称）へそれぞれ所管
が変更になります。それに伴い現在は東支部所管の豊平区が中央支部の所管となります。

この秋、北区に新しい支部が開設されますこの秋、北区に新しい支部が開設されます

住　所：北区北 24 条西 5丁目
建物名：札幌サンプラザ（札幌勤労者職業福祉センター）
　　　　地下鉄南北線「北 24 条駅」下車
　　　　①番出口から西へ 200 メートル（３分ほど）

支部名 現行所管

中央支部

中央区
東　区
南　区

東支部から

東支部

白石区
厚別区
豊平区
清田区

西支部
北　区
西　区
手稲区

北支部 新　設

新設後
所　管
中央区

北支部へ
南　区
豊平区
白石区
厚別区

中央支部へ
清田区

北支部へ
西　区
手稲区
東　区
北　区

➡

➡

➡

➡

詳細は８月号で
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新型コロナウイルスを防ぐには
新型コロナウイルス感染症とは
発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（１週間前後）が多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多い
ことが特徴です。
感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと比べ、重症化するリスク
が高いと考えられます。重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。

特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。
新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。空気感染は起きていないと考えられて
いますが、閉鎖した空間・近距離での多人数の会話等には注意が必要です。

飛沫感染 感染者の飛沫（くしゃみ、咳
せき

、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の
方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイル
スがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻
を触ると粘膜から感染します。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う会合等開催の自粛について

　この度の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、現在当センターとしては多人数での実施となる各種イ
ベント、会議、研修などの開催を自粛しております。
　今後も多人数での実施となる各種イベント、会議、研修等の日程の中止、変更、延期などが考えられ
ますので、センター事務局・各支部へ電話でご確認をお願いいたします。
　また、高齢者や基礎疾患のある方は特に重症化しやすいといわれており、より一層の注意が必要です。
　下記に厚生労働省などからの資料を添付させていただきますので感染予防の参考になさって下さい。
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札幌市消防局からの札幌市消防局からの  お知らせお知らせ 札幌市消防局予防部予防課札幌市消防局予防部予防課

これからの季節は放火に注意！これからの季節は放火に注意！

　　　　放火されやすいポイントを知ろう　　　　放火されやすいポイントを知ろう

　右のグラフは、平成22年から令和元年（平成31年）までの10年
間に札幌市内で発生した「放火火災」の月ごとの発生件数です。６月
が最も多く、次いで５月に発生が多いことがわかります。
　これからの季節は放火による火災が増えてきますので、放火されや
すいポイントをおさえて、「放火されない環境づくり」を日頃から心が
けましょう！

10 年間の放火件数：910 件

1月    2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月

39

59

71

87

101 102

75

91 90

66

83

46

まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコー
ル消毒液などで手を洗いましょう。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、
ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。

持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人込みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。

発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。
発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。

日常生活で気を付けること

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
　　風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている
　　（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
　　強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

こんな方はご注意ください
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会員さんが就業する“かたち”について
　当センターの会員さんが就業する“かたち”は、下記の三つになります。
ご自分の年令・体力また身に付けた技術や経験そして知識などに応じて自分が働きやすい“かたち”で
就業することが出来ます。

1 請　負
●札幌市シルバー人材センター（以下、当センターという）
が、発注者から業務を受注し、その業務を会員が請負う
方法により行う形態です。

●当センターは、発注者と業務の完成を目的とした請負契
約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約を会
員と締結して、業務を実施します。

●会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発
注者は会員に指揮命令できません。

2 委　任
●当センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会
員に委任する方法により行う形態です。

●当センターは、発注者と事務の実施を目的とした委任契
約を締結し、その事務の実施を目的とした委任契約を会
員と締結して、業務を実施します。

●会員は委任を受けた事務の実施を自らの裁量で行うた
め、発注者は会員に指揮命令できません。

3 派　遣
●北海道シルバ一人材センター連合会（以下、連合会とい
う）が、発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業
所などに派遣する方法により業務を行う形態です。当セ
ンターは、その実施事務所となります。
●連合会は、発注者と労働者派遣契約、会員と雇用契約を
締結して、会員を発注者の事業所などに派遣します。

●会員が発注者の指揮命令を受けて働くことが目的となり
ますので、発注者は会員に指揮命令できます。

4 就業形態別の主な特徴

請　　負 委　　任 派　　遣

目　 　 的 会員が業務を完成させる
こと

会員が業務を実施すること
（業務の完成は目的でない）

会員が発注者の指揮命令に従い労働す
ること

会員の雇用 会員は雇用されない 会員は雇用されない
北海道シルバー人材センター連合会が
会員を雇用する（札幌市シルバー人材
センターは実施事務所です）

指 揮 命 令

会員は請負った業務を自
らの裁量で完成させるた
め、発注者は会員に指揮
命令できない

会員は委任された業務を自
らの裁量で処理するため、
発注者は会員に指揮命令で
きない

発注者は会員に指揮命令できる

○発注者、シルバ一人材センター、会員の関係

会　員

❶請負契約

札幌市シルバー人材センター

❷請負契約

❸業務の遂行
　（仕事の完成）

発注者（企業、家庭、官公庁など

❺配分金支払

❹料金支払い

指揮命令  ×
　 発注者は会員に指揮命令できません

○発注者、シルバ一人材センター、会員の関係

会　員

❶委任契約

札幌市シルバー人材センター

❷委任契約
❸業務の遂行

発注者（企業、家庭、官公庁など

❺配分金支払

❹料金支払い

指揮命令  ×
　 発注者は会員に指揮命令できません

○発注者、シルバ一人材センター、会員の関係

会　員（派遣労働者）

❶派遣契約

北海道シルバー人材センター
連合会 （派遣元事業主）

❷雇用契約

❸労働

発注者（企業、官公庁など）
（派遣先事業主）

❺賃金支払

❹料金支払い

❸指揮命令
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事  務  局  だ  よ  り事  務  局  だ  よ  り

◇ 事 務 職 員 に 異 動 が 有 り ま し た ◇
【異　動】

異動日 職 員 氏 名 現　　職 発 令 職
4/1 付 千　葉　晃　久 総務課 ( 入会コーディネーター ) ➡ 東支部事務所長
4/1 付 渡　邊　義　孝 東支部事務所長 ➡ 総務課 入会促進担当課長
4/1 付 塩　谷　暢　裕 東支部 ➡ 総務課 ( 入会コーディネーター )



会員による『普及啓発チラシ』配布のお願い
　多くの会員の皆様の就業機会が得られるように毎年実施している会員による普及啓発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１回目の配布を実施します。
　今回、「会報シルバーさっぽろ119号」と一緒に、普及啓発チラシをお届けいたしますので、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いたします。
　会員の皆様によるPR活動は、着実に実を結んでおります。
　なお、チラシは一人10枚程度、お届けしますが、不足の会員さんは各支部事務所に予備がありますので
ご利用願います。また、配布の際には交通事故等に充分、お気をつけください。

編　集　後　記編　集　後　記

会　員　数
4,179 人

＜男性＞　＜女性＞
3,077 人　1,102 人

契 約 件 数
17,914 件

契 約 金 額
892,894 千円

令和 2 年 3 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

●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

各支部に各支部に 相 談 コ ー ナ ー相 談 コ ー ナ ーをを設置しています設置しています

日々暖かくなり、桜の花の便りが聞かれるころとなりました。
　連日テレビや新聞で新型コロナウイルスの感染状況が報道されており、会員の皆様は不安
な気持ちでお過ごしのことと思います。
　シルバー人材センターでは感染の拡大防止と会員の皆様の健康と安全を守るために各行事
を自粛することになりました。会員の皆様がとても楽しみにしていた令和２年３月９日の「第
26回会員交流大会」も中止となり、大会に向けて万全の準備を進めてこられた実行委員会の
皆様や作品展に出品を予定されていた会員の皆様、大変申し訳ございませんでした。
　世界中に拡がってしまった新型コロナウイルスの脅威を感じ一日も早く終息に向かいます
よう願っております。
　会報シルバーさっぽろ（第 119 号）も予定より遅れましたが、無事に発行させて戴きました。
令和２年度の事業計画、地域班活動の様子、技能研修のご案内等を掲載しました。この会報
が少しでも皆様のお役にたてましたら幸いです。
　本年度も皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

（記　平　詔子）


