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安全就業優良シルバー人材センター表彰 受賞決定！ 

 

 盛夏の候 会員及び関係者の皆様におかれましては、 ご健勝のこととお慶び申

し上げます。 

 さて、 新しい時代の幕開けに相応しい“ 吉報” が届きました。 当センターの安

全就業の取組みが、来たる７月11 日の令和元年度県シ連安全大会において安全

就業優良シルバー人材センター表彰を受けることになりました。 

 平成30 年度を安全就業強化年度として定め、安全大会の開催をはじめ各種の

安全就業の取組みを重点的に行いましたが、その成果だと言えます。 

また、 会員一人ひとりの意識とその繋がりの集大成でもありますので、 そのことが一番の成果と収穫であ

ると感じています。会員の皆様の「 自主・ 自立、共働・ 共助」 の理念と行動に感謝いたします。 

しかしながら、安心は禁物です。昨年度が無事故だったということではありません。表彰基準は、全シ協が

統計基準としているシルバー保険対象事故の完結件数を対象とするとなっており、 当センターは６件中、 ２

件が対象でしたので受賞と相成った訳であります。  

県シ連からの受賞決定の知らせに、「 えっ本当ですか？」 と半信半疑で聞き直したところ、県シ連の担当課

長から諭されました。「 同じ条件の下で選出されたのですから素直に喜んでく ださい。そして今後に活かして

く ださい。」 と…。 

そのようなことで、会員の皆さん喜んでく ださい。誇りとしてく ださい。お互いに称えあってく ださい。そ

して今後の就業時のモチベーショ ン（ 物事を行うための動機や意欲） として、 安全就業に努めてく ださい。 

 作業現場におけるハチの出没や暑さによると思われる体調不良の情報が入っています。 事前準備・ 自己管

理、 即ち事後対策よりも事前対策を意識しての就業をお願いします。 

 

 

 

   上記の朗報の後に残念な話でト ーンダウンしてしまいますが、 6 月 25 日(火)に就業中の事故が発生

し、 安全就業継続日数が158 日で途切れました。 

   事故ゼロで通すのは至難の業であるとともに、 不可抗力的で致し方ない部分もあります。 しかしなが

ら対策は必要です。 

   その対策が、「 安全適正就業推進計画」 です。たまには計画やダイジェスト 版をご覧になり、意識の啓

発を図られ、 就業時のモチベーショ ンに繋げてく ださい。 

   今年度の当センターの安全就業スローガンは、「 ゆるめるな！ 安全就業 心のネジを」 です。心のネジ

の締まり具合を確認してく ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 令和元年７ 月号』  

１  安全就業日数158 日で途切れました！ 事故事例紹介！ 

 

≪事故事例紹介≫ 

◆ 就業先の飼い犬に左手親指付根を咬まれ裂傷、縫合ホッチキス20 カ所処置、全治3 週間 

   就業内容は大規模畜産農家の牛舎の清掃や給餌で、1 日3 時間・ 月20 日程度の就業です。 

   牛舎に犬を飼ってあり、 普段は慣れていてじゃれる犬でしたが、当日も寄 

ってきたので頭を撫でようとしたところいきなり左手を咬みつかれました。  

びっく りして手を引き離したため傷が裂かれた状態になりました。 



 

 

   7 月の入会説明会は、 第3 火曜日の7 月16 日です。  

   実績として、 6 月中における新規入会者はゼロでした。 ご承知のとおり、 今年度は「 女性会員拡大

強化年度」 として会員増を重点的に取組んでいます。  

会員からのお誘いの声掛けは、 安心感を持たれるため入会率が高いようです。 SC の性格と機能の中          

には自分たち組織の拡充、 すなわち会員確保も会員の仕事の一つになっています。  

よって、「 会員一人一会員確保運動」 を積極的に進めてく ださい。  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

さ シ 第 １ ９ 号  

令和元年７月８日 

 

会員各位 

                公益社団法人さつま町シルバー人材センター 

                  理 事 長  樺 山  資 文 

                          

     安全大会の開催について（お願い） 

 

 盛夏の候 会員の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、令和元年度定時総会で承認されました安全大会について、安全・安心かつ信用と

信頼を確保するために、下記のとおり実施します。 

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の下、高度の公共性・公益性を保持しなければ

ならないシルバー人材センターにとって、安全適正就業の確保は重点機能として追及しな

ければならない重要な事項であります。 

 当日は単発の就業は受けていませんので、年度契約による定期的な就業をされる会員以

外の全員の出席を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日 時  令和元年７月２０日（土） 

        受付開始 午前８時３０分、開会 午前９時、閉会 午後０時 

２ 場 所  宮之城ひまわり館 

３ 内 容  

① 開会行事 ② 安全スローガン最優秀賞表彰 ③ 講演  

④ 県シ連安全大会報告及び体験発表の再現 ⑤ 当センタ 

ーの事故事例と検証 ⑥ シルバー保険・熱中症見舞金制度 

の説明 ⑦ 安全の誓いと安全コール(がんばろう三唱)  

⑧ 安全グッズプレゼント 
 

追伸 大会の最大の目的は安全就業に関する会員各位の意識 

の啓発と事故の撲滅です。 

貴会員の安全就業と事故対策に対する意識と行動に期 

待し、出席をお待ちしておりますので、重ねてよろしく 

お願いいたします。 

 

 重要 

２  7 月の入会者説明会！ 

３  「 ゆるめるな！ 安全就業 心のネジを」 をスローガンに         

7 月20 日(土)安全大会開催 予定！ 

 



 

 

   作業現場にハチ出没情報がチラホラ入ってきています。1 事例は、シーズン初期なので殺虫剤スプレ

ーを所持してなく て対策に戸惑ったとのことです。  

   ハチは春から秋にかけて、巣作りとともに活動が活発になり攻撃的になります。また、現在はアシナ

ガバチが主流ですが、 秋にかけてスズメバチ類に変わって行きます。  

   したがって、 除草作業等に従事される会員は、 ハチ対策準備のうえ臨んでく ださい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「 健康診査でガンが見つかりました。 手術が必要なので休ませてく ださい。」 最近このような報告が

立て続けに入っています。自分自身の健康と命のため、また安全就業を確保するため健康診査の重要性

を再認識しているところです。  

   現在、町の特定健康診査が行われていますが7 月6 日(土)でひととおり終了し、

8 月に未受診者の健診計画が組まれています。次のような日程ですので、健診を済

まれていない会員は是非受診してく ださい。  

   詳しく は、 役場保健福祉課保険係にお問い合わせく ださい。  

   ≪未受診者健診計画≫ 

8/23 

(金) 

薩摩・ 鶴田地区 

未受診者 

鶴田保健 

センター 

24(土) 宮之城地区 

未受診者 

宮之城保健 

センター 25(日) 

 

 

 

   6 月26 日(水)、 鹿児島市で、 令和元年度鹿児島県SC 連合会の定時総会が開催されました。 総会終

了後、役職員研修会及び交流会が行われたため、当センターから樺山理事長をはじめ10 名の役職員が

出席しました。（ 総勢 定時総会124 名、 研修会122 名、 交流会106 名）  

   冒頭の藤山会長のあいさつで特に強調されたのが、「 鹿児島県の会員確保及び事業実績の伸び率は全

国ト ップの実績である。 なかでも、 会員100 万人達成のための目標数値を上回ったのは、 全国で鹿児

島県が一つのみである。 各センターのご努力に感謝したい。」 とのことでした。  

   議事については、 提案された議案すべてが満場一致で承認可決され、 無事終了しました。  

   役職員研修会では、南日本放送の“ たく ちゃん” こと野口たく お氏が、「 鹿児島 こげなこっがありま

した」 と題して講演し、 会場を笑いの渦に引き込みました。  

   交流会では、かねてまじわりの少ない県シ連及び各センターの役職員が、貴重な時間とするため会話

が弾み、 終始和やかな交流が行われました。  

   また、 今回の行事に濵田等理事も出席しましたが、 か

つて県シ連の理事を長期にわたって務められたことか

ら、 各センターの理事長や理事の方々 からたく さんの声

がかかり、 往時を懐かしんでいらっしゃいました。  

   交流会の締めでは、 霧島市の南田理事長が、 濵田さん

の実績と健在を紹介され、 会場の皆さんから温かい拍手

が送られました。 さつま町SC に対しての拍手として感じられました。  

特定健診 無料 
国民健康保険被保険者 

40 歳～74 歳 

長寿健診 無料 
後期高齢者医療被保険者 

75 歳以上 

５  健診で命拾い！ 

≪ハチ対策の取扱い≫ 

① H29 年度から殺虫剤スプレーは会員各自で準備していただき、  

使用された場合は配分金でみるようにしています。  

② ハチ等毒虫が生息しそうな作業に従事される会員は、 自前で殺 

虫剤スプレーを購入され携行してく ださい。  

③ 殺虫剤スプレーを使われたら、 就業報告書に内容を記載し、 価 

格(要領収書又はレシート )や使用量程度を担当職員に報告してく ださい。  

④ 殺虫剤スプレー使用にかかる費用は、 追加配分金でお支払いします。  

４  ハチ情報あり！ 殺虫剤スプレー等安全安心の準備を！ 

６  県シ連定時総会報告！ 

交流会の締めで濵田さんの紹介 



                           

 

   8 月末と 9 月末に軽ト ラダンプ(新車)2 台が納車予定です。  

現在の2 台は13 年間と 11 年間使用車で、それぞれ14 万キロと 11 万キロを走行し、しょっちゅ

う故障し作業効率が落ちています。また、不具合が多いため走行中のト ラブルによる事故を危惧してい

るところです。よって、今回の新車2 台の購入です。 

そこでお願いです。 現在の軽ト ラダンプの管理状

況を教訓に、 新車・ 旧車ともに次のとおりの使用管

理を行います。 センターいわゆる会員みんなの財産

ですので、 適正な使用管理で大事に使い、 長持ちさ

せたいと思いますので、 必ず守っての使用をお願い

します。  

   ≪軽ト ラダンプ使用管理要領≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   これまでは、使用に際しての会員と職員の役割分担による、確認、把握、原因究明、対処、対策が足

りなかったような気がします。 これを教訓とした使用管理要領ですので、 財産(公用車)の適正管理につ

いて、 ご理解とご協力を賜りますよう、 よろしく お願いいたします。  

 

 

 

   長雨が続いていますが、しばらく しますと夏本番です。暑い日が続く と胃腸の調子が低下し、なんと

なく 体がだるい、 やる気が湧かないということがあります。 それは夏バテです。  

   夏バテの主要原因(①自律神経の乱れ ②胃腸の働きの低下 ③体力の低下)を理解し、 次の10 か条を

意識して、 この夏を乗り切ってく ださい。  

   ① 冷房湿度をうまく 調節する。  

   ② 小まめに上着を脱ぎ着する。  

   ③ 冷房よりも除湿、 扇風機をうまく 使う。  

   ④ 寝るとき、 冷房はタイマーにする。  

   ⑤ 安眠のためには頭を冷やす。  

   ⑥ 冷たい飲み物のがぶ飲みはNG！  

   ⑦ 良質のたんぱく 質、 ビタミ ン、 ミネラルを摂る。  

   ⑧ 刺激の強い食べ物を味方にする。  

   ⑨ 夏太りに注意！ 

   ⑩ 上手に汗をかく 。  

７  軽ト ラダンプの適正管理について（ お願い） ！ 

① 担当職員と打合せと調整のうえ使用すること。  

 ・  新車は、 主にゴミ収集に用いる清掃ダンプですので、 アオリ(ゲート )の板厚が薄く 頑丈ではあり

ません。 よって、 形状を毀損するような重量物の運搬には使用しないこととします。  

 ・  旧車も状態を確認しながら可能な限り使用しますので、 適正管理に努めてく ださい。  

※ 使用前 

② 使用前に車(車内・ 車外)の状態を確認し、 使用管理簿の使用前内容と整合等確認すること。  

※ 使用中 

③ 走行中はこれまで以上に安全運転に心掛けること。  

   車体にＳＣのマークや名称及びチエブクロウを貼付してありますので目立ちます。  

④ 使用中の事故、 またはト ラブルの際は、 速やかに事務所へ連絡し、 指示を得て対処すること。  

※ 使用後 

⑤ 先ず、 洗車(車内・ 車外)すること。  

   洗車場所、 洗車器具を整備します。  

⑥ 洗車後、 車(車内・ 車外)の状態を確認し、 使用管理簿に記録すること。  

⑦ 最後に、 担当職員または事務局職員に車の状態と使用記録簿を確認してもらうこと。  

※ 事故やト ラブル、 または不具合があった場合、 当該使用者等のその後の使用について、 センター

で検討し、 使用制限等を含めた適正な管理を実施します。  

納入予定車 スズキキャリー清掃ダンプ 

８  夏バテ・ 熱中症対策10 か条！ 


