
17

シルバーさっぽろ
Silver sapporo

『いつまでも　働く喜び　無事故から』

全国統一安全就業スローガン

公益社団法人  札幌市シルバー人材センター 会報編集委員会
（ホームページ URL　http://www.s-silver.jp）
発行／令和２年８月
札幌市白石区本通16丁目南4-26  リフレサッポロ4階
TEL.826-3296

20202020

88
第第120120号号

も

く

じ

……………………………………  2
…………………………………………………………  3

………………… 3 ～ 5
…………………………………………  6

………  6
………………………………………………………… 7 ～ 9

………………………………………………………………… 9～10
………………………………………………… 11
………………………………………………… 12

……………………………… 13
……………………………………… 14

…………………………………………………………… 15～16

●令和２年度 定時総会が開催されました
●令和２年度 役員名簿
●令和元年度 事業報告／手作りマスクの寄贈について
●令和２年度 地域班運営委員長名簿
●創立 40 周年記念事業について／北支部（仮称）の開設について 
●地域班活動の様子
●就業先探訪 
●シルバー派遣事業について
●各種会議が開催されました
●札幌市消防局・北海道警察からのお知らせ
●新北海道スタイルの実践について
●事務局だより

旭山記念公園（中央区）

旭山記念公園（中央区）



2

令和２年度　定時総会が開催されました令和２年度　定時総会が開催されました
▪開催日時：令和２年６月９日（火）　開場：午後１時 30 分　開会：午後２時 00 分
▪開催場所：札幌市教育文化会館　　  第１会場：大ホール　　第２会場：小ホール

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「緊急事態宣言」が５月 25 日に解除されましたが、感染症
の収束がみとおせない中での開催となりました。感染症予防対策として、マスク着用とホール入り口
での検温、手指の消毒を行い徹底した対策が図られておりました。
　開会の司会者に千葉晃久東支部所長が担い、冒頭、感染予防に協力を頂き感謝の意を伝えておりま
す。続いて榊英司理事長より挨拶があり「困難ななか出席頂いた会員の皆様にお礼を申し上げます。
また、緊急事態宣言期間中のセンター対応も行っております。昨今の働き方改革が浸透する情勢下で
の会員拡大、会員年齢構成の是正、北支部の新設、事業概要」等についても言及されております。「最
後に感染症予防と収束に向けて会員共々一丸となり取組み、センターの基本理念である「自主・自立、
共働・共助」の基でセンター事業と安全就業に向けてご理解とご協力をお願いいたしますとともに、
皆様方の今後益々のご健勝ご活躍をお祈り申し上げます。」との挨拶がありました。
　議長選出では西区地域班の人見春男会員が選出されました。議長就任挨拶後、資格審査結果が事務
局から報告され、当日総正特会員数 3,761 名で、今総会出席者 108 名、委任状提出 2,558 名の合計 2,666
名です。規則第 17 条２項の総正特会員の半数を超えており総会成立が報告されました。議事録署名
人選出では竹内道雄理事、塩谷正美理事が選出されました。
　次に、報告事項では、報告第１号と第２号を一括して報告されました。報告第１号は北林貴人事務
局長から令和２年度事業計画について基本方針と事業計画 10 項目について説明がありました。続い
て報告第２号は河上直輝総務課長から令和２年度収支予算について収支予算書及び収支予算内訳表に
ついて説明がありました。質疑応答では、豊平区、白石区、南区の５会員から、①会員拡大と退会者
対策、②受託事業の増強、③派遣事業の一元化と定款改定、④処遇改善等、⑤収支予算、新就業先の
開拓等、⑥会報掲載拡大等の質問・意見について事務局から説明がありました。質疑応答後、報告議
題の一括採決では拍手をもって承認されました。
　次に、議案の部では、議案第１号から第３号を一括して提案されました。議案第１号は北林事務局
長から令和元年度事業報告の件では、10 項目について説明がありました。次に議案第２号では河上
総務課長から令和元年度収支計算書等について説明がありました。議案第３号では河上総務課長から、
令和元年度決算報告等について説明がありました。続いて、監査報告が鈴木信博監事から報告されま
した。質疑応答では、西区、南区、豊平区、東区、清田区の７会員から質問・意見等が出されており
ます。①北支部新設の件、② 40 周年行事の件、③会員継続調査（退会者・事務局対応）、④議事次第
の件、⑤ホームページ活用方法、⑥保険契約金額と費用対効果等について事務局から説明がありまし
た。質疑応答後、議案の一括採決では拍手をもって承認されました。次に、議案第４号「役員の選任
の件」について事務局から説明があり拍手で承認されました。今年の定時総会は、予定時間を越えて
活発な質問・意見があり、現在のシルバー人材センターが抱える課題や会員を含めて取組むべき方向
性が更に明確になったものと感じました。
　以上をもって令和２年度定時総会は盛況の中、午後４時 15 分頃に無事終了いたしました。

（記　編集委員　鈴木喜兵衛）
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役　職 氏　　名 備　考
理 事 長 榊　　　英　司
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

令和 2 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令和 2 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）（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
理　　事 江    崎　みゆき
理　　事 風　間　忠　勝
理　　事 箭　原　恭　子
理　　事 中　路　康　夫
理　　事 小野塚　秀　彦
監　　事 鈴　木　信　博
監　　事 樋　口　雅　宏 新　任

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 954,177,098 892,894,195 61,282,903

　労働者派遣事業等受託収益 69,179,000 67,443,440 1,735,560

　受取会費 6,607,000 6,496,600 110,400

　受取補助金等 60,942,000 60,942,000 0

　雑　収　益 4,000 3,386 614

経常収益計 1,090,909,098 1,027,779,621 63,129,477

科　　　目 予算額 決算額 差　異

⑵経常費用

　事　業　費 1,087,144,098 1,023,255,713 63,888,385

　管　理　費 7,516,000 6,691,233 824,767

経常費用計 1,094,660,098 1,029,946,946 64,713,152

当期経常増減額 △ 3,751,000 △ 2,167,325 △ 1,583,675

当期一般正味財産増減額 △ 3,751,000 △ 2,167,325 △ 1,583,675

一般正味財産増期首残高 52,834,438 52,834,438 0

一般正味財産増期末残高 49,083,438 50,667,113 △ 1,583,675

Ⅱ正味財産期末残高 49,083,438 50,667,113 △ 1,583,675

令和元年度　　事　業　報　告

◇  令和２年度総会において退任された役員◇  令和２年度総会において退任された役員（敬称略）（敬称略） ◇◇
監　　事 　西　田　史　明

令和元年度　収  支  決  算  書令和元年度　収  支  決  算  書

　シルバー事業は、高齢者が健康で意欲のある限り、年齢にかかわりなく働き続けることができる「生
涯現役社会」を実現するために大変重要な役割を担っており、高齢化が進展する中、地域社会からの
期待がますます高まってきているところです。
　令和元年度の受託事業と派遣事業を合わせた実績は、契約件数が 18,510 件と前年度より 1,596 件の
減でしたが、契約金額は、1,394,133 千円と前年度より 108,839 千円の増、率で 8.5％の増となりました。
　ご承知のとおり、新型コロナウイルスの影響で、２月から仕事の依頼が大幅に減となりましたが、
年度当初よりの派遣事業の順調な伸びがあり、両事業を合計した契約金額には大きな影響は出ません
でした。しかし、今後の事業には確実に影を落とすものであり、令和２年度は大変厳しい状況になる
と思われます。

（単位：円） （単位：円）
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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）

③職群別契約金額構成比

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

契  約  件  数 ＜ 派遣事業含まず ＞

＜ 派遣事業含まず ＞

契  約  金  額 ＜ 派遣事業含まず ＞

入会会員 760人
男性 513人
女性 247人

生きがい、生きがい、
社会参加社会参加
39.339.3％％

時間的余裕時間的余裕
18.018.0％％

健康維持健康維持
18.818.8％％

経済的理由経済的理由
18.818.8％％

仲間作り仲間作り
4.64.6％％

生きがい、
社会参加
39.3％

時間的余裕
18.0％

健康維持
18.8％

経済的理由
18.8％

その他
0.5％

仲間作り
4.6％

未回答（不明）
1.4%

他団体等
への加入
0.6%

センター運営に
対する不満
2.3%

病気のため（本人）病気のため（本人）
23.123.1％％

病気のため（本人）
23.1％

その他で就職その他で就職
14.414.4％％

希望する希望する
仕事がない仕事がない
9.39.3％％

就業機会就業機会
なしなし
8.08.0％％

会費未納会費未納
5.65.6％％

加齢加齢
13.113.1％％

その他で就職
14.4％

希望する
仕事がない
9.3％

就業機会
なし
8.0％

会費未納
5.6％

加齢
13.1％

家庭の事情
（介護等）
5.6％

死亡
2.6％

転居
2.3％

その他その他
11.3%11.3% シルバー事業を

通じて就職
0.4％

退会会員 710人
男性 468人
女性 233人

その他
11.3%

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　 ※

※「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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仕
事
の
分
類
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

管 理 的 職 業 0 0 0 0 0 0 0 0
専門的・技術的職業 69 61 151 560 2,269,951 32,196 217,827 2,519,974
事 務 的 職 業 1,172 1,149 640 6,440 31,392,090 49,419 3,147,990 34,589,499
販 売 の 職 業 2 2 38 4 6,241 0 387 6,628
サ ー ビ ス の 職 業 820 690 1,945 90,348 401,069,574 1,316,590 51,134,382 453,520,546
保 安 の 職 業 0 0 0 0 0 0 0 0
農 林 漁 業 の 職 業 8,438 7,950 227 18,283 97,911,889 3,113,050 8,982,780 110,007,719
生 産 工 程 の 職 業 51 46 60 177 635,951 97,666 60,090 793,707
輸送・機械運転の職業 0 0 61 0 0 0 0 0
建設・採掘の職業 167 134 45 261 1,129,242 73,417 103,880 1,306,539
運搬・清掃・包装等の職業 8,515 7,882 1,012 70,969 264,349,043 1,076,760 24,723,780 290,149,583

上 　段　 計 19,234 17,914 4,179 2,521 187,042 798,763,981 5,759,098 88,371,116 892,894,195

公
共
・
民
間
別
実
績

下　 段　 計 19,234 17,914 187,042 798,763,981 5,759,098 88,371,116 892,894,195
公  共  事  業 550 526 47,926 195,971,795 1,338,541 33,216,905 230,527,241
一  般  企  業 3,116 2,862 92,402 408,530,385 1,422,489 37,580,921 447,533,795
個 人 ・ 家 庭 15,568 14,526 46,714 194,261,801 2,998,068 17,573,290 214,833,159
独  自  事  業 0 0 0 0 0 0 0

⑦ 履行期間別受注件数（件）
10 日未満 15,408

10 日以上 1 ヶ月未満 677
1 ヶ月以上 3 ヶ月未満 533
3 ヶ月以上 6 ヶ月未満 490

6 ヶ月以上 806

合　　　計 17,914

⑥令和元年度　請負・委任等事業実績

　令和２年４月 30 日、当センターの女性会員がボランティアで制作した布製マスクを社会福祉法人
札幌市社会福祉協議会様へ寄贈させていただきました。
　新型コロナウイルス感染拡大により、２
月末にはマスクが入手困難になり就業をあ
きらめかけた会員を助けようと複数の会員
から話があり、有志の女性会員が共助の気
持ちで会員に向け 130 枚ほどの布マスクを
作成しました。
　３月下旬になってもマスク不足は続いて
おり、札幌市社会福祉協議会様のマスク不
足がひっ迫していることをお聞きし、ボラ
ンティア活動をしている会員にこの状況を
伝えたところ、中央区・東区・北区・西区・
手稲区の裁縫職種に関わる女性会員 26 名の
有志から布マスク作成及び寄贈の申し出が
あり、材料の入手などに苦労しましたが、少しでも役に立ちたいとの思いをかたちにして合計 400 枚
を寄贈させていただきました。

榊理事長（右）より札幌市社会福祉協議会 瀬川常務（左）へ

手作りマスクの寄贈について手作りマスクの寄贈について

⑴　②欄受注件数は、１契約が複数月に渡る場合、月数を乗じることなく１件
として計上。

⑵　④欄就業実人員は、年度間を通じて１回以上就業した会員数である。（同一
会員が何回就業しても１人として計上）

⑶　⑤欄就業延人員は、各職群において就業した会員の延数である。（同一会員
が技術群で２回、サービス群で２回就業したとすれば４人日で計上）

⑷　公共・民間別内訳において、「公共事業」は地方公共団体、国公立期間など
からの直接受注。「一般企業等」は民間企業、公社、公団、社会福祉法人な
どからの発注。
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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

令和 2 年度  地域班運営委員長名簿令和 2 年度  地域班運営委員長名簿（敬称略）（敬称略）

地域班 氏　　名 備　考
豊 平 区 松　浦　日出男
清 田 区 塩　谷　正　美
北　　区 神　野　政　幸
西　　区 小　島　修　一
手 稲 区 立　花　邦　雄

　令和２年４月号（通巻 119 号）でお知らせしておりました新しい支部についての続報をお伝えします。
札幌サンプラザ（北区北 24 条西５丁目）の３階に新設される新しい支部の北支部（仮称）は 12 月に支
部事務所を開設して本格的な活動を始める予定です。
　これにより、新しい支部の事務所開設以降は担当区が下記のようになりますのでご確認ください。

　北支部（仮称）の開設について　北支部（仮称）の開設について

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

支部名 担当区

北 支 部
（仮称）

北　区

東　区

中央支部

中央区

南　区

豊平区

東 支 部

白石区

厚別区

清田区

西 支 部
西　区

手稲区

続 報続 報

北支部開設以降の担当区一覧

　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 周年を迎えました。
　昨年の秋から記念事業の開催のため準備を進めて参りましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響から計画していた記念祝賀会の開催は自粛することとさせていただきます。しかし長年にわたりシル
バー事業にご理解、ご協力いただいております会員の皆様へ対しての表彰式については、北区にある札
幌サンプラザ（札幌勤労者職業福祉センター）で 10 月 9 日（金）に開催の予定です。（表彰対象者には、
案内状を送付いたします）
　また、創立 40 周年の記念として記念誌を発行し、会員の皆様にお配りすることになりました。10 月
頃をめどにお渡しできるよう編集作業をすすめております。

創立４０周年記念事業について創立４０周年記念事業について

◎新支部開設により変更になる担当区は
　赤文字です。
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▶女性部活動の様子
　東区地域班では、毎年「女性会員の集い」を行っておりま
す。令和元年６月20日には「足、腰を鍛えて元気で事故のない
就業と生活のために」のスローガンのもとに、女性会員31名、
役員６名、東区介護センターより社会福祉士６名の43名の方々
に集まっていただきました。中央支部から中村所長、明石職員
にご足労いただき、資料に基づく講演と解説をしてくださり会
員からは、仕事場で発生する問題点などを質問し、回答をいた
だきました。午後からは、社会福祉の方々の指導のもと〝タッ
ピ―体操〟で心地よい汗を流しました。今年１月10日、恵庭SC
理事２名、北広島ＳＣ理事１名、当SCからは私の計４名で情報
交換を行い、今後の活動の指針になりました。
　２月初め、西支部の五十嵐なお恵主任のお声かけにより西支
部へ集合。コミュニティコーヒーの会に〝抹茶の日〟を加える
提案もなされ、快諾しました。
　中央区地域班女性部連絡会からのお誘いで、裁縫同好会の仲
間になり、東区女性部員８名で、ささやかに「おはりの会」が
できました。同じころ、社会に新型コロナウイルス感染症拡大
問題が発生したために、手づくりマスクに協力参加。４月30日
に社会福祉協議会へ寄贈しました。コロナ問題が発生して、お
よそ数カ月いつ収束するのか目当もつかず、不安定な毎日を過
ごしておりますが、少しでも明るい兆しが見え始めたら、女性部会を開く準備をしようと、副部長２名と顧問の
松村委員長の４名で役員会を開き、意見を交わしています。
　時代を反映して、野外で何かのつぶやきもあります。年に一度の会合なので、顔と名前が一致せず話合いに深
まりもないのです。
　「女性の就業の場が欲しい」という意見も多い。
　次回は“マスコットの制作”に着手してはどうか。「チエブクローのマスコットづくりを手がけよう」というこ
とに落ち着きました。
　早くコロナ問題が下火になって、みんなで会い、前進したいと願っております。
　東区女性部会員ともっと親睦を深め、英気を養いたいのです。　　　　　　　　　　  （記　渡利　千佳子）

▶▶東海大学の「ラベンダー畑」の草取り作業の実施東海大学の「ラベンダー畑」の草取り作業の実施
　毎年、大学のラベンダー畑　（植栽数　2,300 株）　の草取り　毎年、大学のラベンダー畑　（植栽数　2,300 株）　の草取り
作業を委託先から受け、校門前のラベンダーの周りで作業を行っ作業を委託先から受け、校門前のラベンダーの周りで作業を行っ
ています。ています。
　千田世話役の下に、今年は６月 25 日～７月 10 日までの期間、　千田世話役の下に、今年は６月 25 日～７月 10 日までの期間、
作業希望者に呼びかけ、21 名が入れ替わり立ち代わり作業をし作業希望者に呼びかけ、21 名が入れ替わり立ち代わり作業をし
ています。ています。
　朝９時から 15 時までの作業であり、雨天や暑い日もあり、汗　朝９時から 15 時までの作業であり、雨天や暑い日もあり、汗
をかく作業ともなりますが、ラベンダーの心地よい香りの中でのをかく作業ともなりますが、ラベンダーの心地よい香りの中での
作業ですから、贅沢な作業とも云うことが出来ます。作業ですから、贅沢な作業とも云うことが出来ます。

●南区地域班中央支部中央支部

中央支部中央支部 ●東区地域班

●東区 ●南区 ●豊平区
●西区
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　豊平区地域班は、現在391名（男291名、女100名）令和２年４月
１日の会員です。地域班12班 、職群班 60名（男56名、女4名）で
機械除草グループ40名、剪定・冬囲いグループ55名の体制で活動
しています。
　４月10日に「令和２年度第１回運営委員会」で今年度の新旧役
員の紹介に始まりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大には
勝てず、各行事は延期中止となってしまいました。７月以降徐々
に規模を縮小した中での再開を模索中です。会員親睦行事のパー
クゴルフ大会、ボウリング大会、また、昨年度10月12日「豊平峡
ダム見学・峡谷散策」参加者20名（男13名、女７名）を実施しま
したが同じように実現できますよう願っているところです。

▶職群班自主技能研修会について職群班自主技能研修会について
　昨年の活動目標は、”技能
のレベルアップ”でした。機
械除草グループ、剪定グルー
プ、冬囲いグループで合計４
回の自主技能研修会を行い、
C判定者からB判定者にレベ
ルアップを図るためセンター
の上級判定研修の直前に実
施し、参加者全員が好成績に
つながりました。今後は、技
能の共有化、仕上げの向上、作業の効率化、安全就業の確立等の課題克服
に向け取組んでいきます。
　とは言え、３密を考えると取組みも足踏み状態です。現在まで自主技能研
修会は一度も開催されていませんが、８月以降には実施できるものと思いま
すが。

▶地域懇談会の新課題への挑戦
　今年度から職種別意見交換会（就業先別）を行います。共働・共助の仲間意識の高揚と楽しさを求めてグルー
プごとに、課題（就業環境、安全就業、受注確保等）について会員交流を図ることに取組んでいきます。一つで
も解決に繋がればと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （記　松浦　日出男）

東支部東支部 ●豊平区地域班

　今年の「東海大学のラベンダーまつり」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって中止されますが、　今年の「東海大学のラベンダーまつり」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって中止されますが、
条件が許せば、是非立ち寄って見て下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件が許せば、是非立ち寄って見て下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（記　上坂　正幸）（記　上坂　正幸）
▶▶未利用の農地を借り、枝豆などを“試験的”に栽培開始！未利用の農地を借り、枝豆などを“試験的”に栽培開始！
　新年度の活動方針に沿って、簾舞中学校の近くの土地 10 ａ　新年度の活動方針に沿って、簾舞中学校の近くの土地 10 ａ
を借り、マルチを掛け、枝豆などの栽培を開始しています。を借り、マルチを掛け、枝豆などの栽培を開始しています。
　全国誌「月間シルバー人材センター５月号」には、全国のＳ　全国誌「月間シルバー人材センター５月号」には、全国のＳ
Ｃ 133 センターが農園事業を進めていることが紹介されていまＣ 133 センターが農園事業を進めていることが紹介されていま
す。す。
　未利用農地の多い条件の南区地域班は、遅まきながらも、「地　未利用農地の多い条件の南区地域班は、遅まきながらも、「地
域社会に対する貢献」の一つの姿として、未利用農地を借り受域社会に対する貢献」の一つの姿として、未利用農地を借り受
け、新たな就業機会の創造と、太陽の光の下での作業によって、け、新たな就業機会の創造と、太陽の光の下での作業によって、
ビタミン D の獲得による「骨密度の強化や免疫力の向上」に努ビタミン D の獲得による「骨密度の強化や免疫力の向上」に努
める事にしています。　　　　　　　　　　　（記　後藤　厚）める事にしています。　　　　　　　　　　　（記　後藤　厚）

会員親睦パークゴルフ大会

会員親睦ボウリング大会

豊平峡ダム見学・峡谷散策
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　今回の就業先探訪は、社会福祉法人心の里親ホーム「心の里
親保育園」で就業されています会員二名の方を取材させて頂き
ました。
　加藤アキ子会員、皆川全子会員、そして主任の佐々木道代先
生にも同席頂きました。
　「心の里親保育園」は、1973年（昭和４８年）10月１日産休明
けから乳児保育園として開園された伝統ある保育園です。（札幌
市で、産休明け57日から乳児を受け入れられる保育園の草分）　　

中央支部中央支部就 業 先 探 訪 ＜社会福祉法人心の里親ホーム・心の里親保育園清掃業務＞

▶西区地域班活動の様子
　西区地域班は、令和２年４月１日現在で 447
名（男 323 名、女 124 名）です。地域班は 11
班体制です。役員会は８名で構成されていま
す。職群班は４グループで、機械除草と剪定
のグループ合計 77 名、他に駐輪場グループが
21 名、裁縫グループが 27 名の女性会員で今年
度から結成されこれからの活躍が期待されて
います。
　さて、私達はこれまでに考えたこともない、
また経験したこともない時を過しています。
今、全世界で新型コロナウイルス感染症拡大
によるパンデミックの影響のため、我が国で
も緊急事態宣言が出され活動自粛が求められ
ていました。当センターにおいても感染予防
のため会議や会合、各種イベント、研修会等
の開催が中止や延期となっております。西区
地域班においても昨年度末から今年度の活動
が中止や延期となっています。会員からも問
合せが多くありました。
　最近になって自粛が少し緩和され、世の中
の状況も徐々に戻ってきていますが依然とし
て感染が続いています。新年度になり数カ月
となりましたが、会員の皆様に状況の報告が
出来ないでおりました。役員会で話し合った結果、運営委員会議を何とか行い地域班の今の状況を知らせることに
致しました。区民センターの会議室利用受付けも始まり、６月 26 日（金）に開催することに致しました。当日、班
長、副班長等の運営委員 34 名中 25 名が出席し、西支部から五十嵐なお恵主任の出席をいただきました。会議は定
員 150 名の部屋で行い、感染予防対策として西支部から赤外線体温計を借用し出席者の体調を確認し、マスク着用
とアルコール消毒スプレーを使用し、ソーシャルディスタンスを取って感染防止を図りました。会議は約２時間で、
無事終了することが出来ました。
　これからの西区地域班の活動予定と報告は新型コロナウイルス感染症拡大の影響次第ですが、「シルバーさっぽ
ろ」８月号と共に地域班の会員に配付することにしています。
　役員と運営委員、会員が力を合わせ、自主・自立、共働・共助の精神でより良い西区地域班になるように、この
時期を乗り越えて行きたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記　小島　修一）

西支部西支部 ●西区地域班
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　1995年（平成７年）園舎新築に伴い乳幼児併設園に変更
　1988年（平成10年）札幌市保育所地域活動事業開始
　2000年（平成12年）札幌市一時保育促進事業開始
　児童定員（乳幼児含む）60名、職員数21名（尾毛川園長
先生・会員含む）で、児童福祉法に基づき子供の人権や主
体性を尊重し、児童の幸福のためを理念に掲げられて運営
されています。
　また、保護者や地域社会と連携し、地域の親子支援にも
貢献されています。
　所在地は東区で、美香保小．中学校や　園児の皆さんの
散歩コースになっています美香保公園などに近く緑の多い
静かな環境の中にあります。　　　
　淡いピンク色のオシャレで機能的な二階建になってい
ます。
　間取りは園児の皆さんの部屋が組み分けで六室、ホール、トイレ、事務室他五部屋があります。
　園舎前は芝生が広がり遊具もあり園児の皆さんがのびのびと外遊びが出来るよう工夫されていました。
　こちらの保育園様と、シルバー人材センターとの契約年数は十数年とお聞きしました。
　二人体制でこの間数人交代されています。長い会員の方で８年位就業されておりました。

〇業務内容　　
　保育園内清掃　☆１階～おしぼり・雑巾の洗濯、保育室２部屋・ホールの掃除機かけ、トイレ清掃
　　　　　　　　☆２階～ホール・保育室３部屋の掃除機かけ、トイレ清掃　
〇業務時間
　午後５時から午後７時（２時間）　～週単位二人でシフトを組む

　　　　
　人材センターの月10日の就業時間の決まりがある為に、一人当たり、週２～３日の就業日を相談しながら交代さ
れています。その為就業曜日は不規則になっています。（基本、平日のみの就業）　
　加藤会員は４年を過ぎ、皆川会員は１年未満の就業期間です。感想をお聞きしましたら、「仕事に入るとあっと
いう間の２時間ですね。週に休みの日があり、体力的にも良いですね。園児の皆さんが、笑顔で手を振ってくれる
事や、保護者の方との会話も楽しみの一つになっています。また園長先生はじめ職員の皆様も優しく接して下さ
いますので、就業にやりがいを感じ、日々の生活に張り合いが持てますよ」とお話しされていました。
　取材後、主任の佐々木先生に園内をご案内して頂きました。各部屋、ホール、トイレ等々整然と、隅々まできれ
いに清掃されていました。
　新型コロナウイルス感染症予防の対策も、可愛い洗面所に施されていました。お二人の会員の、誠実で丁寧な
仕事ぶりが、しっかり垣間見られました。と同時に、良い環境で過ごされている園児の皆さんの、元気で明るい声
が遠くに聞こえてくるようでした。
　主任の佐々木先生は、「加藤さんも皆川さんも一生懸命に就業されていて、とても有り難く感謝しています。」
と、お褒めの言葉を頂き、同じ会員として誇らしく嬉しく思いました。
　加藤様は業務を中断され、皆川様はお休みの日でしたのにおいで頂き　また主任の佐々木先生はお仕事中と皆
様お忙しい所、貴重なお時間を割いて頂き、取材にご協力頂きました事に心から感謝申し上げます。
　さらに、就業先探訪の取材を、快くお引き受け下さいました「心の里親保育園」の尾毛川園長、職員の皆様方
に重ねてお礼申し上げます。有難うございました。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記　編集委員　福岡憲男、横山悦子）

会員　皆川　全
マサ

子さん（左）、会員　加藤アキ子さん（中）
主任　佐々木道代先生（右）
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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 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？『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

公益社団法人公益社団法人
北海道シルバー人材センター連合会北海道シルバー人材センター連合会
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各種会議が開催されました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２年度 第２回 令和２年７月 31 日午後開催
理　　事　　会

令和２年度 第１回 令和２年５月 15 日開催

職群班長会議
令和２年度 第２回 令和２年７月 31 日午前開催

就業機会創出員全体会議
令和２年度 第１回 令和２年７月 29 日開催 会報編集委員会

令和２年度 第１回 令和２年６月 16 日開催

安全・適正就業委員会　令和２年度 第１回 令和２年７月 10 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創立 40 周年記念事業について
　⑤北支部事務所の設置について
⑵　協議事項
　①第 27 回会員交流大会の開催について
　②第 21 回大通公園清掃奉仕活動の実施について
　③令和２年度パネル展の開催について
　④札幌市への要請活動について
　⑤配分金改定時の検討方法について
⑶　その他

①令和２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   

②新入会員相談及び一般相談業務従事者の提出に
ついて（下半期分）   

③新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る会議
等開催時の留意事項について（再確認）

④札幌三越様からの写真展招待券について 

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　事業計画推進委員の交代について
報告第６号　創立40周年記念事業実行委員の交代
　　　　　　について
報告第７号　安全・適正就業委員の交代について
報告第８号　就業機会創出員の委嘱について
報告第９号　出張入会相談窓口等の開催について
報告第10号　新型コロナウイルス感染症拡大防止へ
　　　　　　の対応について   

⑵　議　案
議案第１号　令和元年度事業報告の件 
議案第２号　令和元年度第３次収支補正予算の件
議案第３号　令和元年度収支報告の件
議案第４号　令和元年度決算報告の件 
議案第５号　令和２年度収支補正予算の件
議案第６号　役員候補者選考委員の委嘱に関する件
議案第７号　役員候補者の推薦に関する件
議案第８号　令和２年度定時総会開催に関する件
議案第９号　退任予定役員の表彰に関する件 

⑴　報告事項
①「植木の手入れ」職種就業会員への注意喚起文書

の発送について
⑵　協議事項
　①令和２年度の検討事項について（再確認）

⑴　報告事項
　①令和元年度　事業実績報告   
　②令和元年度　就業機会創出員活動実績（訪問件数） 
⑵　業務説明
　①就業機会創出員の活動の概要について
　②賛助会員の入会促進について

⑴　報告事項
　①令和２年度の会報発行計画について
　②会報 120 号の誌面構成について
　③会報 120 号の発行日程について
　④会報 120 号の担当編集委員について

⑴　報告事項
　①令和元年度　事故発生状況について
　②令和元年度　事故措置審議会の審議結果について

③令和元年度　安全・適正就業啓発実施状況について
　④令和２年度　事故発生状況について（6 月末現在）
　⑤令和２年度　事故措置審議会の審議結果について
　⑥令和２年度　会員への文書発送について

⑦令和２年度　新型コロナウイルス感染症への対応
　　　　　　　について

　⑧全国安全・適正就業スローガンについて
⑵　協議事項

①令和２年度　安全適正就業推進体制について
②令和２年度　就業現場視察の実施について
③機械除草作業における「安全就業実施度自己チェッ

ク票」の取扱いについて   
④各区地域班における安全就業対策について 
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札幌市消防局札幌市消防局
警防部救急課警防部救急課熱中症を防ぐ !!熱中症を防ぐ !! ～夏を元気に過ごすために～～夏を元気に過ごすために～

【室内での熱中症にご用心！】
札幌市において、令和元年の熱中症に
よる救急搬送者は、過去最多の253
人となりました。そのうち屋内、特に
住宅からの搬送は119人で全体の約
半数を占めています。

【高齢者は特に注意！】
令和元年に搬送された方の多くが高齢者です。高齢者は体温を下げる
ための体の反応が弱くなっており、自覚がないのに熱中症になる危険
があります。

【熱中症にならないために！】
今年の夏は熱中症予防と同時に、新型コロナウイルス感染症の予防も
必要となります。
高温や多湿の環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、負荷のかかる作業や運動は
避けましょう。屋外で人と十分な距離（少なくとも2ｍ以上）が確保できる場合には、マスクを外しましょう。
また、のどが渇く前にこまめに水分補給し、汗をかいたら適度に塩分
もとるようにしましょう。

【熱中症になったときの応急手当！】
涼しい場所や日陰に移動し、エアコン、扇風機、うちわなどで体を冷
やしましょう。保冷剤などで、首の周りやわきの下など、太い血管を
冷やすのも効果的です。飲めるようであれば水分を、一気に飲まず少
しずつとるようにしてください。

屋外 路上 駐車場 公園等 仕事場 競技場等 その他 屋外合計

搬送人員 31 4 9 15 21 10 90

割合 12.3%  1.6% 3.6% 5.9% 8.3% 4.0% 35.6%

屋内 住宅 学校内 仕事場 競技場等 公衆出入場所 その他 屋内合計

搬送人員 119 1 15  6 20  2  163

割合 47.0% 0.4% 5.9% 2.4% 7.9% 0.8%  64.4%

【令和元年 熱中症救急搬送（発生場所別）】（人）

【高齢者の特徴】

「犯人と電話で話さない」ことが一番の被害防止対策です

対策１ ： 電話防犯機器
（電話機に防犯機能が搭載）

・通話内容を自動録音
・通話前に警告音声を再生
などの機能があります。
（犯人が嫌がります。）

この通話は録音
されています

留守番電話を在宅時もセット
相手を確認してから電話に
出るようにすると犯人と
話さずに済みます。

北 海 道 警 察 か ら の お 知 ら せ

対策２ ： 留守番電話機能
（常時留守番設定）

○○○○
だだよよ

防犯のため留守番
設定しています

警察相談電話 ＃９１１０
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　新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みとして、北海道が推進する「新北海道スタイル」を当セン
ターにおいても実践します。
　新型コロナウイルスとの闘いが長期化しているなか、国が示した「新しい生活様式」の北海道内での実践に向
けた、新しいライフスタイルやビジネススタイル、それが「新北海道スタイル」です。

　当センターの具体的な実施内容として
①職員のマスク着用と小まめな手洗いの徹底
②職員の健康管理の徹底
③事務所及び会議室の換気の実施
④事務所及び会議室に設置している備品等について使

用後に消毒を実施
⑤人と人との接触機会を減らす
⑥新型コロナウイルス感染予防に関するポスターの掲

示
⑦北海道コロナ通知システムのＱＲコードを事務所内

に掲示
　これらの取り組みを実践していくことによって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組んで
まいります。
　当センターの会員の皆様も普段の生活のなかで下記の「新しい生活様式」の実践にご協力をお願い致します。　　　　　　

「新北海道スタイル」の実践について「新北海道スタイル」の実践について
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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 ◇

【退　　職】 6/30 付 総 務 課 入会促進担当課長 渡邊　義孝
3/31 付 中央支部 就業コーディネーター 安達　敏博

蜂蜂に気をつけましょう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。

　従来、傷害事故や物損事故を減らすために、事故件数が多い
機械除草作業用に安全適正就業委員会が中心となって作成した

「安全就業自己チェック票」を使用していましたが、本年度から
内容を一新しました。（対象になる方は、刈払機を使用するすべ
ての会員です）
新しい自己チェック票は、各支部の窓口に置いてありますので、
事前に受け取り必ず活用してください。

対   

策

１.「気温や温度を」計って知ろう
温度計・湿度計等を活用し環境の変化を
知りましょう。

２．「室内を」涼しくしよう
除湿機・扇風機などを利用し、
涼しく風通しの良い環境に。

３．「水分を」計画的にとろう
定期的に水分補給を行い、水分を多く
含む食材を食事に取り入れましょう。

事  務  局  だ  よ  り事  務  局  だ  よ  り

４.「お風呂や寝るときも」注意しよう
入浴前後には十分な水分補給、寝る時には枕元
に飲料水を。

５．「お出かけは」体に十分配慮しよう
外出時は服装を工夫したり水分や休憩をとりま
しょう。

６．「周りの人に」気にかけてもらおう
周りの人に体調の変化をこまめに気にかけても
らおう。

年に一度は健康診断を受けましょう！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。

　高齢者の方は温度に対する感覚が弱くなるため、室内に居ても熱中症にかかりやすいといわれています。
本格的な暑さが到来する前に、下記の点に注意して熱中症の予防・対策を行い、暑い時期を乗り切りましょう。

室内での「熱中症」に注意しましょう！

機械除草作業における機械除草作業における
自己チェック票が  自己チェック票が  新 新 しくなりました！しくなりました！
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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に就業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
ですが、本年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、会報 4月号を会員にお届けの際には自粛いた
しました。
　8月号はいつもと同じように、普及啓発チラシを10枚ほどお届けしましたので、ご近所、就業先の近隣、
あるいは参加されている会合などでお配りいただきますようお願い致します。不足分につきましては各支部
事務所に予備がございますのでご利用ください。

パパネネ
ルル展の開催について展の開催について

　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　令和 2 年 8 月 31 日（月）～９月 4 日（金）
　時　　間　8 時 45 分～ 17 時 15 分

“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 令和 2 年 10 月 5 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

·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

編　集　後　記編　集　後　記

会　員　数
3,838 人

＜男性＞　＜女性＞
2,849 人　   989 人

契 約 件 数
7,092 件

契 約 金 額
275,888 千円

令和 2 年 7 月末現在

事  業  実  績
新型コロナウイルス感染症の流行によって、不要不急の外出の自粛、外出時のマスク着用、

手指の消毒など今までとは違う生活様式となりました。
　マナーの有り方や人への思いやりなど、基本的なことを考え直す機会にもなりました。
　新聞やテレビで繰り返し報道される、経済への不安や子供たちの教育の問題など、緊張を
強いられる事の多いなかですが、長く続いた外出自粛により外に出られなかった分、庭やベ
ランダの花や野菜を今までになく丹精込めて育てることができました。
　新しい生活習慣に慣れるとともに、不自由と思われる中でも今まで取り組めなかった事を
少しずつ始めて、心を豊かに暮らしたいと思います。
　この会報が皆様に届くころには、平穏な日々が戻ってきますことをお祈り申し上げます。
　今後も会員の皆様のご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

（記　宮本　幹子）




