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安全就業優秀賞

受賞のお知らせ

この度、全国シルバー人材セン
ター事業協会より「安全就業優秀
賞」を受賞いたしました。
安全パトロールの実施状況、事
故件数、重篤事故の状況等の審査
を経て、全国 1,300 以上のシルバ
ー人材センターの中から特に優秀
であると認められました。受賞は
全 8 センターです。
これもひとえに、会員の皆さん
と先輩諸氏のご努力によるものと
感謝いたします。
これからも皆さんとともに気持ちを一つにして、事故ゼロに向けて取り組んでまい
りますので引き続きご協力を賜りますようよろしくお願いします。
シルバー人材センター役職員一同

持続化給付金

について（お知らせ）

新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの生活・仕事に大きな影響を及ぼしてい
ます。国においては、新型コロナウイルスの感染拡大によって自営業等で働く方の収
入が減少した場合に給付金を支給することになりました。
同封しました説明資料をよく読み、給付要件に該当される方は手続きを進めてくだ
さい。また参考として、この事務局だより 2 ページ目の「センターの仕組みについて」
もご覧ください。
シルバー人材センター役職員一同
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センターの仕組みについて
（請負契約と派遣契約との違い、就業時の注意点等）
本年 7 月の実績では、請負契約 641 名、派遣契約 46 名の方が就業されています。
持続化給付金の申請手続き、国勢調査での回答方法、就業中に事故が発生した際の対応方法等に
違いがあります。会員の皆さんは、ご自身の就業がどちらの契約に基づくものかを理解し、正しく
手続きしていただく必要があります。両者の違いを下表のとおりご説明します。また、その他の詳
細につきましては、「会員のしおり」をご覧ください。
センター会員の特徴 （就業上の注意事項）
請負契約（委任契約を含む）
会員の立場
会員は個人事業主で、報酬は「配分金」
報酬の呼称
と呼び、源泉徴収票はありません。
源泉徴収票
配分金支払証明書は、年 1 回郵送。
その他
確定申告では「雑所得」となります。
※月々の明細書が必要な方は、センタ
ー窓口で申請してください。
事故発生時の 会員は個人事業主で、労災保険は適用
対応
されません。受診にはご自身の健康保
険証が必要で、窓口で治療費を支払っ
てください。
就業上の注意 発注者から指揮命令を受けません。
社員等と同じ作業服は着用できず、作
業も区別しなければなりません。
国勢調査での 個人事業主では氏名が屋号になりま
記入
すので、勤務先は「会員氏名」を記入
する。
業務内容は「シルバー人材センターか
らの紹介業務請負」と記入する。
仕事内容は「清掃」「施設管理」等を
具体的に記入する。

派遣契約
会員は、大阪府シルバー人材センター
が雇用する「労働者」となり、
「賃金」
が支払われます。
給与明細、源泉徴収票が雇用主から発
行されます。
確定申告では「賃金」となります。
労災保険の対象となります。
健康保険証を使用せずに受診してく
ださい。
発注者から指揮命令を受けます。
社員等と同じ作業服を着用し、また混
在作業が可能です。
勤務先は「大阪府シルバー人材センタ
ー」と記入する。
業務内容は「派遣労働者」と記入する。
仕事内容は「清掃」「施設管理」等を
具体的に記入する。

定時総会開催の報告
5 月 29 日（金）の定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため公共施設が利用できな
い中、ワークプラザ（旧事務所）にて定刻より開催しました。
３密を避けるため、理事、監事、事務局長、次長のみと最小限で開催しましたが、前日までに 700
名もの方から議決権行使をご提出いただいており、賛成多数により全ての議案が可決成立しました。
定時総会後には新役員による臨時理事会を開催し、山田定理事長、坂番健三副理事長が互選によ
り選出され、これから 2 年間にわたりセンターの舵取りを担うこととなりました。会員の皆さんに
は、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いします。

定時総会記念品の引き換えが未だの方は至急センターへお越しください。
引換期日を 8 月末日まで延長して、お待ちしています。
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安全・適正就業部会より
＜

事故防止とシルバー保険

＞

日頃から健康管理を徹底して、万全の体調で
仕事に取り掛かることで発注者の不安を取り除
いて「シルバーだから安心して任せられる」と
言っていただけるよう、ともに頑張りましょう。
不注意が原因であったとしても、事故が発生
すると、
「シルバーに仕事を頼むと、事故やケガ
が心配」と発注者に敬遠され、仕事が減少する
こともあり得ます。もちろん、入院ともなれば
ご家族への負担も計り知れません。
更に、事故が続くと掛け金がはね上がり、セ
ンターの運営にも影響してきます。発注者も会
員も、
「皆が安心できるセンター」をともに目指
してまいりますので、引き続き皆さんのご協力
をお願いします。

事故が増えるとどうなる？
① 治療のために仕事を休む。
② 同僚に負担がかかる。日常生活にも支障が
生じると家族にも負担がかかる。
③ 受け取る保険金が増える。
④ 翌年度、保険の掛け金がはね上がる。
⑤ 事業運営協力金では掛け金を賄えない。
⑥ センター予算から追加支出する。
センターの財政を圧迫する。

事故発生に伴う就業停止について
★傷害事故発生後は、治療に専念してください。治癒まで、就業停止します。
★賠責事故発生後は、示談完了まで就業停止します。
★就業停止期間等についての詳細は、事故発生報告時にご確認ください。

事務局より
＜

地区長の推薦（お願い）

＞

センターの会員には、就業先で業務に励み発注者に喜んでいただくこと。センター行事に参加し
て仲間作りすること。健康維持増進に努めるとともに社会貢献すること等の責務があります。
就業先では先輩、リーダー、班長が、新任者への研修や指導、就業予定表の作成、消耗品や備品
等の管理についてそれぞれの責務を果たしています。
これらに加え、「地区長」としてセンター事業にご協力いただく方々が居られますが、欠員が生
じており自薦他薦問わず募集中です。心当たりのある方は、センターまでご連絡をお願いします。
募集しているブロック（担当地域）

地区長の業務

☆千里丘ブロック（千里丘 4～7 丁目、千里丘新町）
☆味舌ブロック（正雀 4 丁目）

★事務局だより他の配付
★ブロック別総会開催の段取り

☆摂津ブロック（南千里丘、三島）
☆味生ブロック（南別府町）

★年会費の受付
★総会、その他行事の手伝い

☆鳥飼西鳥飼北ブロック（鳥飼八防、鳥飼野々1 丁目）
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＜

新型コロナウイルス感染予防と報告（お願い）

＞

新型コロナウイルスにより私たちの生活は大打撃を受け、これから先もこの状況は続くと思われ
ます。マスクを着用し、人との距離を保ち、日頃からの健康管理を徹底して感染予防に努めてくだ
さい。
会員の皆さん、またご家族等で陽性または濃厚接触者が生じた場合は、次の手順によりセンター
へ報告してください。
会員自身が陽性（濃厚接触者）となった場合

日常生活では
・マスク着用、手洗い、うがいを
励行する。

① 就業を停止する。※センターへ連絡
② ＰＣＲ検査を受ける。※センターへ連絡

・多数の人が出入りする場所へ
できるだけ行かない。3 密を避け
る。

③ 検査結果をセンターへ報告する。

④ 完治するまで入院する。
入院（自宅待機等）は主治医や保健所の指
就業先では
示に従ってください。
・毎朝、検温する。
⑤ 完治したことをセンターへ報告する。

就業先への復帰はセンターの指示に従ってく ・少しでも体調が思わしくないと感じたら、念のた
ださい。
め仕事を休む。
・かかりつけ医に相談して指示
に従う。

検査等の問合せは…
◎ 新型コロナ受診相談センター（茨木保健所）

・就業中は必ずマスクを着用す
る。屋外での作業等で人との距
離が十分確保できる場合は、
熱中症対策のためマスクを外
しても構いません。

０７２－６２４－４６６８（終日、土日祝も可）
◎ 大阪府民向け相談窓口
０６－６９４４－８１９７（9～18 時、土日祝も可）

＜

行事開催のお知らせ

＞

センターの年間行事の日程等については前回の事務局だよりでお知らせしたとおりですが、未だ
に新型コロナウイルスの感染拡大が収束しない状況にあります。
街の美化活動（ボランティア清掃）による社会参加、フェスタやシルバー展による普及啓発活動
は、センターにとって重要な活動でありますが、引き続き社会情勢を見極め、開催に向けて準備を
進めてまいりたいと考えていますので、積極的にご参加いただけるようよろしくお願いします。
行事名
開催日程等
募集内容・備考
街の美化活動
10 月 24 日(土)
内容の詳細、参加者の募集は次号の事務
※詳細は調整中
局だよりでお知らせしますので、ご確認
ください。
せっつシルバー
11 月 29 日(日)
フェスタ
※詳細は調整中
シルバー展
11 月 27 日(金)
手作り作品の出展希望者を募集します。
～29 日(日)
・11 月 26 日(木)搬入
・11 月 29 日(日)搬出
本日以降、募集要項と出展申込書を配付
しますので、必要な方はセンターまでお
越しください。

4

