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令和３年度 事業計画  【主要計画】
　令和３年３月 19 日に開催されました令和２年度第４回理事会において、令和３年度の事業計画案が承
認されました。

Ⅰ　基本方針
　少子高齢化の進行や全国的な課題となっている人手不足問題の中、高齢者が働くことを通じて自らの
生きがいの充実を図るとともに、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
ます重要となっています。
　しかしながらコロナ禍により発注者からの事業規模の縮小要請や、入会説明会、各種会議等の縮小や
中止の措置を取らざるを得ない状況となるなど、当面、この厳しい状況は続くものと思われますが、令
和３年度は新しい生活様式に対応しつつ、会員の拡充と就業機会の確保に取り組んで行きます。
　また、感染拡大の影響により計画していた会議等の縮小、中止のため、充分な検討ができなかった課
題は再度取り組む等、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
　　⑴　多様な就業ニーズ、新たな日常に対応した職種については継続して検討します。
　　⑵　地域社会からの理解、応援を広く得るため賛助会員の拡充に努めます。
　　⑶　管理経費等の検証を行い、経費に無駄が無いよう努めます。

　２　受注体制の強化
　　⑴　会員の入会促進
　　⑵　就業開拓の推進
　　⑶　会員の技術・技能の向上

　３　就業体制の整備
　　⑴　就業機会の拡大
　　⑵　適正就業の推進	 	 	 	 	 	 	 	 	
　　⑶　会員継続調査の実施	

　４　地域班・職群班組織の充実
　　⑴　地域班活動の活性化
　　⑵　職群班活動の推進

　５　安全就業の確保
　　「安心・安全なシルバー事業」の確立のためには、個々の会員が常日頃、安全を意識することが大
切です。
　　	安全はすべてに優先します。今後も事故件数を軽減するよう、以下の事項を実施します
　　⑴　安全就業の強化
　　⑵　会員の健康管理

　６　広報活動の充実
　　⑴　会員への情報提供
　　⑵　普及啓発活動

　７　事務局体制等の強化
　　令和２年度に「北支部」を開設し４支部体制となり、発注者及び会員双方の利便性が向上し、よ
り地域に密着した事業展開ができる体制となりました。

　　　支部が増えたことによる効果を有効に活用し、事務局体制の強化を図ります。

※詳細は定時総会の議案書をご覧ください。
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　８　第２次基本計画に基づく事業の実施
　　令和３年度は、「第２次基本計画（５ヶ年）」の最終年度となります。事業計画推進委員会の各部
会	（４部会）では、現計画における取りまとめと同時に次期基本計画の策定についても、その準備
を進めて行きます。

　９　令和３年度の目標設定	

会員数 受注件数 受注金額

４，２００人

受託事業 ２０，０００件 受託事業 ９億円

派遣事業 ６００件 派遣事業 ５億円

合　計 ２０，６００件 合　計 １４億円

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 900,000 ,000 960,000 ,000 △	60,000 ,000
労働者派遣事業等受託収益 68,000 ,000 77,000 ,000 △	9,000 ,000
受取会費 5,923 ,000 6,307 ,000 △	384,000
受取補助金等 68,942 ,000 66,786 ,000 2,156 ,000
雑収益 1,000 1,000 0

経常収益計 1,042 ,866 ,000 1,110 ,094 ,000 △	67,228 ,000
　（２）経常費用 0

事業費 1,035 ,256 ,000 1,105 ,317 ,000 △	70,061 ,000
管理費 8,082 ,000 10,678 ,000 △	2,596 ,000

経常費用計 1,043 ,338 ,000 1,115 ,995 ,000 △	72,657 ,000
当期経常増減額 △	472,000 △	5,901 ,000 5,429 ,000

当期一般正味財産増減額 △	472,000 △	5,901 ,000 5,429 ,000
一般正味財産期首残高 42,224 ,113 50,667 ,113 △	8,443 ,000
一般正味財産期末残高 41,752 ,113 44,766 ,113 △	3,014 ,000

Ⅱ　正味財産期末残高 41,752 ,113 44,766 ,113 △	3,014 ,000

令和３年度  収 支 予 算 書　（損益ベース） （単位：円）

※詳細は定時総会の議案書をご覧ください。令和３年度  収支予算
　令和３年３月 19 日に開催されました令和２年度第４回理事会において、令和３年度の収支予算案が承
認されました。

科　　　　目 予　算　額 前年度当初予算額 増　　　減
【投資活動収支の部】
〈投資活動収入〉
   投資活動収入計 0 3,500 ,000 △	3,500 ,000
〈投資活動支出〉
　特定資産取得支出
　　退職給付引当資産取得支出 1,724 ,000 531,000 1,193 ,000
　固定資産取得支出
　　什器備品購入支出 200,000 0 200,000
　　リース購入資産購入支出 7,604 ,000 6,582 ,000 1,022 ,000
　投資活動支出計 9,528 ,000 7,113 ,000 2,415 ,000

［収支予算書に係る注記］ （単位：円）



4

令和２年度　事故措置結果報告

審 議 対 象 事 故 一 覧 表
No 発生年月 就業内容 会員 原　　因　　詳　　細 措置内容

1 令和２年６月 植木の手入れ

清田区	
男性	
72 歳	
73 歳

　個人宅において、会員２名で植木の手入れ作業中、隣の駐車
場との境界に植えていたトド松の枝を複数切り落とした。お客
様からの依頼は木の高さを揃えることが主であったが、隣の駐
車場側に枝が飛び出していたため、お客様の意向を確認するこ
となく、自身の判断で駐車場側の枝を切り落とした。また、木
の高さを揃える際に当センターでは安全上の理由により使用禁
止としている「チェーンソー」を使用した。

就業中止	
（６か月）

2 令和２年６月 除草（機械）

中央区	
男性	
75 歳	
77 歳

　個人宅において機械除草作業中、機械除草２名、他作業３名
で就業。Ａ会員が打ち合わせをするためＢ会員に近づいて声を
かけた時にＢ会員が刈払機を持ったまま体ごと振り向き、刈刃
がＡ会員の左足首内側に接触。Ａ会員の地下足袋と靴下を破っ
て、左足内側に幅５cmに渡り浅く切った。血はその場で止血
できる程度であったが、歩行が出来なかったので、救急車で運
ばれアキレス腱断裂と診断された。

厳重注意

3 令和２年８月 除草（機械）
東　区	
男性	
82 歳

　民間事業所駐車場内で機械除草作業（チップソー使用）時に
小石を飛ばして車のバンパーに傷をつけた。事故現場は目立っ
た草はなく、車もあるので機械除草はしないと朝礼時（５名就
業）に打ち合わせた場所。周りが外周で作業していた際に、１
人で該当場所を綺麗にしようと作業し、飛散防止ネットは使用
していなかった。

就業中止	
（３か月）

4 令和２年９月 除草（機械）

西　区	
男性	
68 歳	
72 歳	
76 歳

　民間事業所にて 14 日に機械除草作業（４名）を行ったが１
時間後に雨が強まった為、やむを得ず作業を切り上げた。15
日午後、発注者が応接室の窓ガラスが破損しているのを発見
し、16 日の作業終了時に破損した事実を会員に伝えた。事故
現場付近で就業していたのは３名だった（残る１人は別場所で
作業）。防護ネットは小石が少ないとの理由で未使用、刈払機
は全員がチップソーを使用しており、刃こぼれは無かった。

就業中止予告

5 令和２年 10 月 除草（機械）
東　区	
男性	
72 歳

　団地での機械除草作業の就業中（11 名）、作業終了間際に駐
車場の縁石にある草を自身の勝手な判断により単独で飛散防止
措置も取らず刈払機（刃はチップソー）を使い除草してしまっ
た。その際に、小石もしくはチップソーの刃を飛ばし、近くに
駐車していた車の運転席側の窓を破損させた。被害者が車に乗
ろうとした際に同乗者が窓に傷があるのを発見しており、ドア
を開けたとたんにガラスが粉々に砕けた。

就業中止	
（３か月）

令和２年度に事故措置審議会の審議対象となった案件と結果をお知らせします。
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。

令和３年６月15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３年度  定時総会 開催のご案内（予定）
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令和２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

会員登録や就業に関して定年はあ
るのですか？

　シルバー事業は、「高齢者の働く意欲や能力」を尊重する制度として実施されているも
ので、暦年齢により会員の定年制、若しくは就業年齢のガイドラインを設けていません。
　就業に関しては受託事業の場合、最長で１年までの契約ですので、就業期間も基本的に
１年間となりますが、更新することによりこれを超えて就業するケースもあります。
　また、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年から施行しており、現在は公共関係３業務（日直代行業務、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、より多くの会員に就業機会を提供できるよ
う心掛けています。
　なお、「就業期限基準」は、入会時に配布した「会員のしおり」に掲載しています。

会員に仕事が行き渡っていないの
に会員を増強するのは疑問です。
既存の会員を優先させるべきでは
ないでしょうか。

　就業機会の拡大のためには、役員、会員、事務局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です。
　新型コロナウイルスの影響で就業機会の確保が難しい状況ですが、全会員によるＰＲ
チラシの配布、「就業機会創出員（会員10名）」による企業等への訪問活動に取り組みます。
　また、各地域班の懇談会等で「就業相談」を開催している地区もありますので、積極
的に参加することで就業につながることもあります。さらには、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連絡下さい。
　会員の増強に関しては、シルバー人材センター事業は「高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律」に定められている事業であり、その費用が補助金として交付されておりま
す。したがって会員が増加しなければ全国的に事業自体が縮小される心配もあります。
「会員が増えればセンター基盤が広がり、能力を持った会員が多数集まれば就業先の開
拓もやり易い」という考えもありますので、就業機会の拡大と会員の増強は今後も事業
の両輪として取り組んでいきます。

家事サービスで仕事をしたいので
すが、１人で他人の家を訪問する
のは、加齢による体力の低下等で
心配です。配分金は半分になって
もいいので２人で就業したいと思
いますが難しいでしょうか。

　当センター会員の平均年齢は、10 年前と比較して３歳ほど上がっています。
ご提案のような家事サービス分野の仕事に限らず、これからは、複数会員による就業が
重要になる可能性が高くなると思われます。
　現在は、安全・適正就業の観点から、技能系職種（植木の手入れ、冬囲い、機械除草）
で複数就業に取り組んでいますが、他の職種についても今後、検討が必要になってくる
と思われます。

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。

※公益社団法人北海道シルバー人材センター連合会

植木の手入れ（冬囲い含む）作業
で何かトラブルになった場合に対
応するため、作業前に同意書を取
り交わす制度を導入すると聞いた
のですが。

　事前の打合せ不足などが原因で「樹木が枯れてしまった。美観が損なわれた。」等の
トラブルを防止する目的で、作業前に書面にて同意を得てから作業をする制度を安全・
適正就業委員会で検討した結果、当面は、昨年度、ご依頼があった方に対し、作業前に
ご注意いただきたい内容を「お願い文書」として発送することとしました。
　また、文書だけでなく依頼があった際には、口頭でもご説明しご理解を頂いたうえで、
就業会員へ連絡します。

　令和３年１月に実施した会員継続調査の発送枚数は、3,843 通。そのうち返信があったのは3,255 通でした
（回収率 84.7％）
　このうち、調査票にご記入して頂いたご意見・ご要望等の中から、主なものについて回答を掲載しました。

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
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　厚別区地域班は令和２年度 330 名の会員のもと	、地域班９班、職群班９班	の体制で活動しています	。
　わが地域班では、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	
16	号（12 月 22 日付）の内容を中心に、地域班活動の様子をお
知らせします。

▶	自主技能研修会報告
　冬囲い自主技能研修会が 10 月 16 日に小野幌くりの木公園で
開催され、厚別地域班	16	名、東支部２名の総勢 18 名が参加し
ました。職群班長挨拶の後、東支部千葉所長より最近の単独就
業の実態についてお話があり、改めてルールの本質の理解と遵
守することについての説明がありました。

　続いて安全適正・就業担当の齊藤副運営委員長から配布され
た「庭仕事について」の資料に基づいて複数人就業を基本とす
る主な目的について説明がありました。年に１度は健康診断を
受ける事、	自分がその結果を所定の「健康診断結果通知書」に書
いて東支部に提出し、健康で安全な就業をするようにとお話が
ありました。

　武藤世話役から自主研修について説明があり、自主研修実技
の場所を提供して頂いたお客様のお庭に向かい研修を開始しま
した。真剣に約２時間の実技研修に取組みました。

　研修会で得たスキルと安全意識・知識を生かして明日からの
就業に活用されることを願っています。

▶ 新入会員懇談会報告
　第Ⅱ期新入会員懇談会	が 11 月 16 日に厚別区民センター	で
開催され、	参加者は総勢	16	名（新入会員６名	、	担当班長、三役、
世話役が９名	、	東支部	千葉所長）でした。出席者全員の自己紹
介からスタートしました	。こまめな換気、マスク着用、手指消毒、
触ったマイクはその都度消毒	等を実施するなど、コロナ禍なら
ではの懇談会となりました。	厚別区地域班概要説明の後、懇談
に入り、新入会員からの積極的な質問に対し、両顧問をはじめ

とする執行部三役側から説明がなされ、社会
参加や就業についての関心の大きさを感じる
懇談会でした。

　懇談会終了後の東支部所長との個別就業相
談は新入会員にとって有意義だったと思いま
す	。

（記　近藤　正敏）

●厚別区 ●清田区 
●手稲区

東支部東支部 ●厚別区地域班

浅川委員長による概要説明

研修会の様子

懇談会の一コマ
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▶女性部の活動について
　清田区地域班では、52名の女性部会員がおります。活動とし
ては、年に１度女性部連絡会議（会員研修会）を実施しており
ますが、参加者が少なく一緒に仕事をしている方以外なかなか
顔をあわせる事がない状態が続いております。
　令和２年度はコロナ自粛でなかなか実施できないでいました
が、自粛が少し緩和したところで、思い切って 10月 22日女性
会員の研修会を企画いたしました。
　今回は“めざそう女性部輝くシルバー”ということで、東支部、
鈴木雅子主任を講師にお願いいたしました。
　この様な時期でどうかと案じてましたが、12名の参加で実施
できました。当日はマスク着用はもちろん消毒、ソーシャルディ
スタンスをとり、コロナ対策をしっかりと実行しました。
　鈴木講師からは、全国と道内、他支部の女性活躍の事例を紹
介して頂き、これからの仕事につながる活動等のアドバイスな
どいただき大変有意義でした。
　その後は、フリートーキングの時間をもうけ参加者の自己紹
介からはじめました。
皆さん、趣味なども話していただいて、ステンドグラス、手芸、
洋裁、ガーデニング等いろいろな特技を持っておりました。
　皆さんのこれらの特技を生かして、女性会員が集まり、つな
がりができ、それが仕事になっていけることを願って、当日の女性会員の研修会を終了いたしました。
　参加者の声は、シルバーに入ったからには是非仕事をして、その中で交流を深められることを希望されておりました。
これからも少しでも多くの会員が参加したいと思う企画を考えシルバーに入って良かったと思う活動にしたいと思って
おります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記　秋田　和子）

東支部東支部 ●清田区地域班

西支部西支部 ●手稲区地域班

　2019 年末に発生した新型コロナウィルス、これまで SARS やMERS などという名前のウイルス感染症を、どちら
かというと他人事のように考えていたら瞬く間に身近なものとなり、全国で多数の感染者が発生して人ごとでは考え
られなくなってしまいました。このウイルスの影響で、我々の企画していた各種の会議等が中止に追い込まれてしま
いました。その中で感染に注意しながら実施できた活動について報告します。

▶機械除草班
　「安全は全てに優先する」というシルバーの基本理
念に基づき、従来から事故ゼロを目標に努力しており
ます。特に機械除草における砂利等の飛散事故防止の
ため、ネット持ちの複数化やネットの改良に自主研修
会を通じて試行錯誤を重ねています。更に、過去にあっ
た同じような事故を繰り返さないよう、世話役等の
リーダーのマネージメントや職種技術を向上させる努
力を続けております。
　今年は予定していた自主研修会がコロナの影響で中
止となりましたがほぼ例年通りの仕事の依頼があり、
安全に就業することが出来ました。 安全就業の自主研修

『女性会員のつどい』

女性部会の様子
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▶女性部	
　女性部の会員が新型コロナウィルスの感染に注意しながら
連絡会議や自主研修会を行いました。主なものとして 10 月 13
日には女性部連絡会議で高齢者就業促進パネル展の結果と今
後の課題について話し合いを行いました。10 月 27 日には自主
研修会でお手玉、青虫おもちゃなど布製遊具の製作を行いま
した。11 月 10 日にはクラフト製作で手工芸品の効率的な作成
方法や美しい仕上がりについて皆で研修しました。

▶植木の手入れ自主技能研修会	
　植木の手入れについては特に発注者との十分な打合せが大
切です。その点を自主技能研修の場やスキルアップを目指す
会員に徹底するよう呼びかけております。
　今年は７月 21 日に自主研修会を実施しました。
　当日はマスク着用で複数による作業を基本とし、特に整枝
手法の留意点等について研修しました。

▶パソコン班	
　特筆すべきものとして、令和２年度に新たに職群班として
立ち上げました。新型コロナウィルスの影響もあり目立った
活動は出来ませんでしたが、パソコンを使用した資料作成や
ホームページの製作・管理など社会的ニ―ズがあり今後の就
業開拓のため他区と連携しながら、まずは技術向上を目指して自主研修会を行うなど頑張っていく所存です｡ 　

（記　立花　邦雄）

手工芸品の自主研修の様子

植木の手入れ自主研修の様子

創立40周年記念特別表彰について
　創立40周年記念事業につきましては、全会員へ配布した創立40周年記念誌及び会報第121号（2021.1

月発行）にて報告したところですが、創立 40 周年記念特別表彰におきまして、「永年会員表彰」（在籍

20 年以上）対象者のうち一部の会員が表彰されていなかったことが判明いたしました。

　表彰対象者の皆様におかれましては、永年にわたりシルバー人材センター事業の発展向上に貢献され

たことに対しまして心から感謝の意を表しますとともに表彰が遅れましたことにつきましてお詫び申し

上げます。今後とも事業発展にお力添えをくださいますようお願い申し上げます。

＜対象者（14 名）＞　※敬称略 順不同
　▪膳亀　正智　　　　▪煤谷　米雄　　　　▪松本　正秋　　　　▪大石　光男
　▪石本　　茂　　　　▪副島　　勝　　　　▪川村　君子　　　　▪鶴田　喜昭
　▪齋　　善友　　　　▪阿部　　昇　　　　▪加藤　清春　　　　▪田村登志子
　▪本間栄一郎　　　　▪戸塚　紘一



9

派 遣 先：イオン札幌　琴似店

派遣会員：日下達男さん、今　昭喜さん

　　　　　林　哲男さん　　計３名

取材時間：令和３年３月11日（木）10時～11時

（取材コーディネート：西支部　今井孝義　担当）

　イオン札幌琴似店は、地下鉄東西線琴似駅２番出口に

直結した、地上３階地下２階の売場を有する大型商業施

設です。（古くからの地域住民には、ダイエー琴似店の

名称で知られた地域の旗艦店）

　シルバー人材センターが受けてる業務は〈荷受〉と

〈店内配送〉です。

　北海道イオンのセンターから配送される〈センター便>と運送業者から直接届く〈運送便〉のトラックから荷

受けし、それぞれの売り場のバックヤードに運んだり空の台車を回収するのが主な仕事です。

　現在の就業体制は、日下さんと林さんが早番（６：30～11：30）を担当し、２日交替で勤務。今さんは遅番（９：

30～14：30）で担当社員の方と２日交代勤務で、１か月当たり平均で15～16日の就業となっています。

　トラックからの荷受けは、車１台当たり台車25台程度あり、検品と伝票チェックは緊張を要する作業だとの

こと。

　特に午前、午後それぞれに、センター便と運送便が

集中する時間帯は忙しく、更に飲料や野菜の台車は１

台当たり300キロ程になる場合があり、体力を要する仕

事になるそうです。

　また、年末や各種のイベント時にはより集中するた

め、段取りや要領を覚えるまでには相応の時間がかか

るようです。

　ただ、仕事に慣れて来ると、「１日当たり8000歩ほど

の運動と適度な力仕事が相まってトレーニング効果抜

群で、健康にはとてもいい」（日下さん、今さん）とのこ

とで、逆に「何もしないで家にいると体重が増えて困

る」とおっしゃっていました。

　今回取材に応じて頂いた日下さんは３年９か月、今さんは２年６か月とそれぞれ長く就業されており、シル

バー人材センターの会員であることを忘れさせるような若さと活力を感じさせる方々でした。

　残念ながら非番の林さん（勤続年数３年９か月）には、お話を伺う事ができませんでしたが、お忙しい中取材

に協力して戴いたお二人に感謝致しますと共に、皆様の末永いご活躍を祈念致します。

（取材　宮本　幹子、人見　春男）

西支部西支部就 業 先 探 訪 ＜ 派 遣 就 業 で 働 く 仲 間 た ち ＞

店 舗 全 景

左から日下 達男さん、今　昭喜さん
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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11・18日　6月1・8・22・29日　7月6・13日
　　　Ａコース後期：7月27日　8月3・10・17日　9月7・28日　10月12・19日

【日程】 Ｂコース前期：5月10・17・31日　6月7・21・28日　7月5・12日
　　　Ｂコース後期：7月26日　8月16・23日　9月6・27日　10月11・18日

【定員】 20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10・17日・31日　6月7・21・28日　7月5日　8月16・23日　9月6・27日　10月11・18日

【定員】 20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、お申し込み下さい。
◎　「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25・26・27日

【定員】各コース20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】聖心女子学院
３日目【時間】10：00～16：00　【会場】聖心女子学院 

【日程】 普通コース②（３日間）
　　　 8月24・25・26日

植木の冬囲い

【日程】 普通コース①（２日間）
　　　 9月15・16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】20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29・30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】20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9・10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】20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18・19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】20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】20 名

上
級
判
定

除　　草（機械） 【日程】 上級判定（２日間）
 　　　 9月8・9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6・7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14・15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３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
申込先までお申し込み下さい。

　　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、抽選に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　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。
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　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。

〒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：岩舘
　　　　　　　☎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 会場・開催日・研修時間等

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４年２月中旬～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。

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４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。

　ヘッジトリマーの使用範囲につきまして、「安全・適正就業委員会」において協議した結果、次の
とおりとなりましたのでお知らせいたします。

＜主な変更内容＞
　〇対象物について
　　従来の「垣根」のほか、「玉物」を新たに追加しました。
　　 ※ここに定める「垣根」とは「境界として一定の高さで植えられている一連の樹木」とし、「玉物」
　　　 とは「ドウダンツツジ、ツゲ、オンコ等、萌芽力が強く刈込剪定により球状に仕立てた樹種」
　　　 とする。
　〇運用開始日
　　令和３年４月より

＜「ヘッジトリマー使用申請書」について＞
　　既に提出済の会員については改めて提出する必要はありません。
　　 ※読み替えることで対応いたします。

植木の手入れ作業におけるヘッジトリマー使用要件を一部変更しました。植木の手入れ作業におけるヘッジトリマー使用要件を一部変更しました。
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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」の一部改定について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について下記のとおり改定を行いました。
　この改定は令和３年４月１日から施行されています。冊子「安全就業基準（令和３年度版）」は各支部に用意
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２年度第２回安全・適正就業委員会（R3.2.5 に開催）において協議しております。

「安全就業基準（作業別安全就業基準）」の一部改定について

　「除草（機械）」における「安全就業実施度自己チェック票」および「ナイロンカッター」の取扱
いについて「安全・適正就業委員会」において協議した結果、次のとおりとなりましたのでお知ら
せいたします。

＜主な変更内容＞
　〇「安全就業実施度自己チェック票」について

作業時に「安全就業実施度自己チェック票」による点検を必ず実施することとし、「安全就業基
準（作業別安全就業基準）」に定めました。

　　 ※センター事務局への点検結果報告は任意です（従前どおりの取扱い）

　〇ナイロンカッターについて
刈払機による除草作業時はチップソーの使用を原則としますが、次の①～③の条件をすべて満
たした場合に限り、ナイロンカッターを使用することが出来ます。
　①対象会員
　　当該職種について B 以上の判定評価を保有している。
　②使用できる場所

チップソーでの作業が適さず、ナイロンカッターでの作業が適切と判断される場所（建物
の基礎部分との際、庭石や石垣の周り、縁石等）

　③飛散防止措置及び防護措置を必ず行う。

　〇運用開始日
　　令和３年４月より

「除草（機械）」における取扱いについて一部変更しました。「除草（機械）」における取扱いについて一部変更しました。

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）

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

１～６　省略
７ 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。
８ 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。
９ 刈払機は、飛散防止目的の特殊な刈刃を除き、チップソーの使用を原則とする。
10 チップソーは日本産業規格（ＪＩＳ規格）に適合した製品を使用すること。
11 ナイロンカッターは、当該職種についてＢ以上の判定評価を保有しており、かつチップソー
での作業は適さないと判断される場所（建物の基礎部分との際、庭石や石垣の周り、縁石等）
に限り使用することが出来る。

12　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。

13　作業中は、半径 10 ｍ以内に他の人を近づけないこと。
14　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。
15　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。
16　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。
17　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。
18 作業時は必ず「安全就業実施度自己チェック票」による点検を行い、事故防止に努めること。

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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消費税法改正によるインボイス制度の影響について消費税法改正によるインボイス制度の影響について

配 分 金 振 込 時 の 手 数 料 に つ い て配 分 金 振 込 時 の 手 数 料 に つ い て
　現在、ゆうちょ銀行宛の配分金支払いにつきましては「給与預入制度」を利用しており、振込時
の手数料は無料（※）ですが令和４年３月末を以って「給与預入制度」が廃止となる旨、ゆうちょ
銀行より通知がありました。令和４年４月より新制度へ移行することとなりますが、配分金は「総
合振込」扱いとなりますことから規定の振込手数料が発生することとなります。
　従前から配分金支払時の「振込手数料」は会員負担としておりますが、今回のゆうちょ銀行の振
込制度の移行に伴い、配分金振込先を「ゆうちょ銀行」としている会員につきましても令和４年４
月以降、振込手数料の負担（配分金から控除）が発生いたしますのでご理解のほどお願いいたします。
※本来、「配分金」は給与ではありませんが現行の「給与預入制度」では特例で「給与扱い」となり振込手数料
が無料となっています。

　令和５年 10 月１日付で消費税法の改正が予定されており、全国各地のシルバー人材センターは大
きな影響を受けることが懸念されています。

●消費税法上における配分金の取扱い
　シルバー人材センター（以下「センター」と表記）が受託事業として契約した仕事を会員へ提
供することは、会員各人がセンターから仕事を請け負う、又は委任を受けるため、消費税法上の
個人事業主とみなされます。また、センターが会員に支払う「配分金」には消費税を含んでいます。

●インボイス制度の概要等
　令和５年 10 月１日付の消費税法の改正により消費税における「適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）」が施行される予定です。
　センターが会員へ支払う「配分金」には消費税が含まれていますがインボイス制度では、免税
事業者との取引については消費税に係る仕入控除が認められなくなります。
　センターの会員は、ほぼ全員が免税事業者（年収 1,000 万円以下）であることからインボイス制
度が施行されると、会員（免税事業者）への配分金支払いについては、段階的に仕入控除が認め
られなくなるため、センターは配分金に含まれる消費税相当分を新たに負担することとなり、セ
ンターの運営に多大な影響を及ぼすこととなります。

●今後の対応
　現在、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会が中心となり、今後の対応について検
討している状況です。

＜現在の振込手数料（令和４年３月振込分まで）＞

ゆうちょ銀行宛 北洋銀行宛 その他の金融機関宛
０円 １１０円 ４４０円

ゆうちょ銀行宛 北洋銀行宛 その他の金融機関宛
６６円 １１０円 ４４０円

＜令和４年４月１日以降振込分の振込手数料＞

※振込手数料は、いずれも振込１回あたりの会員負担額
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新型コロナウイルス感染症について
　新型コロナウイルス感染症について、全国的に拡大傾向にあるところですが、札幌市においても感染者数・
入院者数が増加しており、予断を許さない状況が続いています。
　特に変異株による感染も見受けられており、今まで以上に注意が必要です。変異株は「感染しやすい」「重
症化しやすい」「療養期間が長い」という特性があると言われています。身近なところで、感染が広がってい
る可能性があるということを十分に認識し、
　・３密の回避		・人と人との距離の確保		・マスクの着用		・こまめな手指消毒を行うなど、日頃の感染防止
対策について、今まで以上に徹底することが重要です。
　会員の皆様におかれましても感染には十分ご注意いただき、本人又は同居の家族が感染又は感染が疑わ
れる場合、あるいは濃厚接触者となった場合はすぐに就業を中止してください。
　また、新型コロナウイルスに不安があり、就業先の変更や就業の中止を希望される場合は、担当支部へご
連絡ください。

＜当センターにおける主な対策＞
　北海道が推進している「新北海道スタイル」を基本に感染対策に取り組んでおり、具体的な実施内容は次
のとおりです。
　・事務所及び会議室の換気の実施。
　・事務所及び会議室等に設置している備品等について使用後に消毒を実施。
　・会議開催時の出席者数は、会議室定員の半分以下とする。
　・人と人との接触機会を減らす（ソーシャルディスタンス、間仕切りの活用など）。
　・新型コロナウイルス感染予防に関するポスターの掲示（マスク着用、手指消毒）。
　・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。
　・職員のマスク着用と小まめな手洗いの徹底。
　・職員の健康管理の徹底（出勤前の検温、「体調記録表」による管理）。
　・職員の時差出勤（早番・中番・遅番）の実施。

＜高齢者向けワクチン接種について＞
　札幌市のホームページ（令和３年４月５日現在）によると国からの供給量が札幌市の対象者数（65 歳以上
の高齢者数）に比べてごくわずかとなる見込みであり、次のとおりとなっています。
　①	４月は多床室のある高齢者施設の一部で接種を実施。
　②	①以外の高齢者の皆さまへの接種は早くて５月以降に開始。
　③	接種券の送付は当面見合わせる。
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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】

氏　　　名 発　令　職 現　　　職
4/ １付 五十嵐　なお恵 東支部主任 西支部主任

【退　　　　　職】
3/31 付 塩　谷　暢　裕 退　　職 総務課　入会コーディネーター
3/31 付 石　山　　　信 退　　職 東支部　事務職員
3/31 付 金　子　憲　人 退　　職 北支部　就業コーディネーター



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122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
3,886 人

＜男性＞　＜女性＞
2,869 人  　1,017 人

契 約 件 数
15,491 件

契 約 金 額
769,539 千円

令和 3 年 2 月末現在

事  業  実  績

●各支部（中央・東・西・北）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
●北　支部 ／ 北区北 24条西 5丁目1-1　  札幌サンプラザ３Ｆ　　　　　   　 TEL.  788-6915

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

　新型コロナウィルス感染症が変異株の蔓延危機という新たな局面を迎えております。何と

か水際で抑え込むためには、我々生活者の意識改革をもう一段進める必要がありそうです。

　何とも厄介で不自由な話ですが、せめてワクチンが国民全てに届くまでの間は忍耐するし

かないようです。

　陽ざしうららかな季節を迎え、庭の手入れや畑作業などの就業機会が増える時期です。

　お客様と接する際には、感染防止対策を充分にしておきたいものです。どうしても高齢者

同士の接触機会が多いので、尚更注意が必要ということになります。

　夏場に向かって、暑い中での作業には熱中症対策も大切ですが、水をこまめに補給するな

どして、マスクとの共存を工夫していくことも大事だと思います。

（記　人見　春男）

　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・豊平区・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・清田区」  地域班 東支部所長
　携帯 090-3899-9711

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

北 支 部 「北区・東区」  地域班 北支部所長
　携帯 080-9986-1856

緊急時の連絡体制について


