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安全適正就業ニュース 

 

１０月１日から１２月３１日までの期間は、県内シルバー人材センターの 

「剪定作業中の事故防止キャンペーン」です。 

剪定作業を行う会員の皆さんは、事故ゼロを意識し、安全就業をお願いします。 

 

当センター内において 8 月から賠償責任事故と大きな事故に繋がりかねない事例が頻発し

ていますので、全ての会員の皆さんが傷害事故、賠償事故を起こさないよう安全配慮の心

がけをよろしくお願いします。 

 

また、シルバー人材センターで就業をすることは、一般企業等での労働と同じように仕事

を行うことに対する責任が発生します。全ての会員の皆さんから入会時に決められたルー

ルを厳守するという「就業承諾書」を提出いただいていますが、遵守いただけないと、他

の会員に迷惑がかかりますので、節度ある行動をよろしくお願いします。 

 

セルフチェックを行いましょう！ 

１．就業中に使う道具の状態を把握していますか？ 

   作業前、作業後に不備、不具合がないか点検しましょう。 

 

２．就業中、就業途上でつまずき、滑りによる転倒に配慮していますか？ 

   階段や傾斜のある場所等、足元の状況の把握に努めましょう。 

 

３．指定された安全対策を実行できていますか？ 

   事故の多くは「大丈夫だろう」から起きています。必ず守りましょう。 

 

４．責任問題にならないよう配慮していますか？ 

「就業中に知り得た情報が他に漏れ発注者の不利益になる」等は、センターの 

責任問題につながります。就業承諾書にある事項の厳守を心がけましょう。 

 

 

事故０を目指し、みんなでがんばりましょう！ 

 



 会員だより～第 1３回～ 

 

今回は、東岡稔さんと平山昌子さんからの 2 名からご投稿いただきました。 

みさなんのご投稿をお待ちしています。 

 

東岡稔さんからの投稿 

 

「金継ぎ（きんつぎ）」 

（割れや欠け、ヒビなどの陶磁器の破損部分を漆によって接着し、金などの金属粉で装飾

して仕上げる修復技法である。）※Wikipedia  

この言葉を初めて耳にしたのは孫の言葉でした。２年前，大学 2 年の時交通事故にあい，

リハビリ中に知った言葉だとメールに添えられていたのです。 

最近「金継ぎ」という素晴らしい文化を知ったので，これからの人生を元とは違う形です

が元あったようにくっつけていきます。 

絶望的な状況の中懸命なリハビリを続け，少しずつ状態が改善していく中で，本人も希望

を見出したのでしょう。さらに「失敗の数だけ人生はオリジナルになっていく」という記

事を見つけ「失敗はつらいけれど，その都度金継ぎをして強度を増し強くなるよ。」と言っ

てくれました。 

本人，そして支えてきた家族はこの言葉に勇気づけられました。 

「金継ぎ」この言葉は心に残り，忘れることはありませんでしたが思わぬところで耳にす

る機会がありましました。 

東京パラリンピックの閉会式で国際パラリンピック委員会のアンドリュー・パーソンズ会

長が日本の伝統技法の金継ぎについて，「誰もが持つ不完全さを受け入れ，隠すのではなく

大事にしようという考え方です」と紹介され，「個々の違いを認め，多様性の調和を見せ，

明るくすべての人が共生できる未来への始まりと捉えてください」と，訴えられました。 

この言葉は障害を持つ家族がいる身にとって，とても感動的で希望を持たせてくれる指針

となりました。 

破損した陶磁器の修復技術という日本の文化を知り，己の不都合な状態を前向きに改善し

ていこうと努力する孫のひたむきな姿に心打たれ，明るい未来が来ることを願いながら私

たち家族も小さな力ではありますが，共生社会の一助になれるよう努力してまいります。 

 

 



 

続いて平山昌子さんからの投稿 

 

「断捨離をしました」 

 

２階の整理を行う為、ベッド・机・テーブル・椅子・絨毯等を業者へ、たまりにたまった

雑誌（機関誌）や現役時の仕事の書類等は自身でクリーンセンターへ捨てに行きました。 

3 月中旬頃は待ち時間も 40 分程度でしたが、3 月末近くになると 3 時間待ちだと係員の

方に言われましたが、折角運んできたのだからと少々イライラしながら待って捨てる事が

できました。 

その後、4 月に入って残り分をもって行くと 3 月の状況がうその様にガラガラですぐに処

理でき、こんなことなら費用が掛かってもゆっくり捨てに来れば良かったと反省。２階部

は要らない物が片づき広く明るくなりました。もっと早くからボチボチと片づけておけば

良かったとこれも反省。 

今は、外出自粛の折まだまだ衣類・書棚の中の本等が残っていますが疲れを出さない程度

に進めていこうと思っています。 

 

 

 

 配分金の消費税取扱いについて（重要）  

以前より、配分金明細に記載させていただいている内容ですが、 

センターから会員に支払われる 

 

配分金は「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当し消費税が含まれています。 

 

こちらは、皆さんに知っておいていただきたいことになりますので、 

ご把握いただきますよう、よろしくお願いします。 

※なお、派遣事業での給与は賃金となり不課税で配分金とは異なります。 

 配分金と派遣給与の違いについての認識をよろしくお願いします。 

 

 ＜会員のみなさんへお知らせ＞  

○半田市シルバー人材センター事務局の電話番号について 

 事務局の代表回線は０５６９－２２－８７３６となりますが、 

発信用にその他２回線を使用しています。 

迷惑電話対策のため、登録していない電話番号の着信拒否を設定されて 

いる場合は、下記の２回線も登録をお願いします。 

・０５６９－２２－８８９４   

・０５６９－２５－４５２２ 

 

※すでに過去の通信で幾度かお知らせ済ですが、定期的にお知らせしています。 



  事務局からのお願い （重要）  

①「健康診断は受けていますか？」 

 秋口になると一般企業などでは、健康診断の実施が多くなります。 

 会員の皆さんは、個人事業主となるため、ご自身での判断とは 

 なりますが、健康診断を受けていらっしゃいますか？ 

 就業できるかの判断など、健康上の判断はお医者さんにしてもらうのが一番です。 

 個人負担になりますが、市の補助の利用など、受けられる健診受診をお勧めします。 

 

②「自転車保険への加入を推奨します！」 

 シルバーでの就業の移動手段として自転車を使用している方は多いかと思います。 

 みなさんは“自転車保険”に加入していますか？ 

 愛知県では、2021 年 10 月から自転車保険の加入が義務となっています。 

 自動車の任意保険や火災保険などのオプションとして見かける場合もあるかと思います。 

 皆さんの知っておいてもらいもらいたいこととして 

  

シルバー保険では自動車事故と同様に、自転車事故での損害賠償はできません。 

  

 具体的には、自転車で人にケガをさせた場合や物を壊した場合は、全て自己責任となり

ます。情報番組などで、自転車で人に衝突し多額の賠償請求を受けたなどの事例を見た

ことがある方もいるのではないでしょうか。 

 日常の移動手段としてお乗りの方も、他人事とは思わず、ご契約の保険会社などに 

 相談し、自転車保険への加入をお勧めいたします。 

  

③「緊急連絡先に変更あれば、お知らせください！」 

皆さんからは、入会時に緊急連絡先を必ずお知らせいただくようお願いしています。 

理由は“就業中に不慮の出来事が発生したときのため”です。 

 

入会時に申告いただいた緊急連絡先に変更はありませんか？ 

 

もしものことがあった場合も備え、皆さんご自身のために変更などがある場合は 

必ず事務局に連絡をお願いします。 

 変更がある方は下記にご記入いただき、事務局へ持参・FAX（22-9528）などで 

ご連絡ください。 

 （間違いがないよう、電話ではなく極力ご記入いただき提出をお願いいたします。） 

＜緊急連絡先＞ 

                    提出者氏名           

名前：            （ふりがな：           ） 

続柄： 

住所： 

電話： 

携帯： 



☆１０月の喫茶｢楽｣営業日のお知らせ 

物販の 10周年記念セール開催中です♪ 

みなさんの来店をお待ちしてます！ 

 

 

明るく、楽しくがんばってます。 

ともに輝くスタッフも募集中です。 

事務局までお問い合わせください 

 

 

 

 

 

 除草（手取り草取り）就業者大募集！！ 

一般家庭のお庭の草を除草するお仕事です。 

現状、人手が足りないため、繁忙期であるこの時期は、注文を受けてから実際に作業を行うまでに 

2カ月くらいお待ちいただく状況となったり、また、注文をお受けできないような状況にもなります。 

このため、下記の内容をご覧いただき、興味を持たれた方は是非とも一度担当までお電話ください。 

 

 ①一般家庭のお庭を数人の班員で草抜きをするお仕事です。 

※就業場所や除草範囲は受注内容により異なります。 

※事務局担当職員、職群班班長が予定調整し、各自、当日に現地で集合し就業します。 

 ②夏場は熱中症対策のため、昼の熱い時間を避けて就業しますので早朝から作業に入ります。 

 ③中腰での作業や除草の程度は発注者によるため簡単ではないですが、発注者から感謝され 

   とてもやりがいのある就業です。 

 ④1時間あたりの配分金は 967円（道具代を含む）です。 

   ※就業開始後、一定期間は配分金が研修単価となります。 

※適正な就業時間への配慮のため前年実績がある場合は就業時間の上限があります。 

 また、見積形式で受注した場合はかかわった人数で按分することで単価が決まります。 

※令和2年度実績で除草作業の仕事量は年間752件（契約金額16，509千円）ほどあります。 

⑤就業日数は週 1日からでも構いません。 

 

【お願い】 

除草（手取り草取り）は、シルバー人材センターの中では、多くの注文がいただける大切な仕事で 

あるため、これからも積極的に注文を受けて、会員さんの就業機会を守っていかなければ 

なりません。このため、「この曜日だけだったら、この時間ならやれそうだ！」 

「忙しいときだけだったら協力できる」という会員さんがいらっしゃいましたら、 

是非ともご協力くださいますよう 

お願いいたします。お電話待ってます！！ 

問合せ先：22-8736（担当：山田） 



就業募集   

 

 就業内容 就業場所 備考 担当 

１ 喫茶店での接客及び調理 東洋町 

(ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ内) 

センター自主事業 

勤務はシフト制 

丸山 

２ 除草班 半田班、成岩班 

乙川亀崎班 

各 2 名 稲葉 

３ 左官 市内全域  中尾 

４ 草刈班 乙川亀崎班 1～２名、原則月～金就業 市野 

５ 喫茶店の開店準備 

及び接客（派遣） 

雁宿町 月～木のうち週２～３日 

（シフト制）5：45～7：45 

1～2 名、週１日からでも可 

加藤 

6 公園管理、門扉開閉 花園町 週 1～2 日、朝及び夜の 1 日 2 回 市野 

7 店舗内清掃（派遣） 山代町 月、8 時～10 時、1 名 加藤 

８ レンタカー・建機の洗車 

清掃、備品の片づけ（派遣） 

旭町 1～2 回/週（応相談） 

9 時～15 時（実働 5Ｈ） 

※建設機械運転技能講習修了者のみ 

加藤 

9 洗車、車内清掃（派遣） 西億田町 1～2 回/週、8 時～11 時（応相談） 

2 名 

加藤 

10 洗車、車内清掃（派遣） 阿久比町草木 2～3 回/週、2 名 

9 時～17 時（実働 7H）※応相談 

加藤 

11 事業所内清掃 新居町 火・木（応相談）、8 時～12 時 中尾 

12 事業所内の除草作業 前潟町 10 日程度/月（土日を除くローテー

ション制）、9 時～16 時（実働 6H） 

稲葉 

13 事業所内清掃 住吉町 週 1 日、13：30～15：30 松尾 

14 施設内清掃 椎ノ木町 水・金（応相談） 

15：30～17：30 

稲葉 

15 施設内清掃 青山 火・木、13：00～15：30 稲葉 

16 保育所の保育補助（派遣） 栄町 2～3 回/週、15：30～18：00 

4 名 

加藤 

17 イベントでの会場案内 成岩本町 10 月 17 日（日）、各 2 名 

①9：30～12：00 

②12：00～14：30 

加藤 

 申込、問合せは☎22-8736 各担当まで。 

※気になるお仕事があれば、気軽にお電話ください。 

（直接来所された場合、担当職員が不在なこともありますのでご注意ください。） 

 

 

 

 

 

◎新入会員の紹介 （10 月１日付） 

山根 芳一さん、岡本 勝彦さん、金森 弘さん（順不同） 

みなさん、よろしくお願いします。 

 

 


