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平成26年度白石でっち奉公　実施概要

奮 闘 記

【参加校・実施日】
9 月11日　北都中学校…悪天候のため中止　(2年生)
10月 8 日　日章中学校………165名　(1年生)
10月10日　北白石中学校……232名　(2年生)
10月14日　南郷小学校………  89名　(5年生)
10月15日　白石中学校………184名　(2年生)
10月30日　東札幌小学校……104名　(6年生)

白石でっち奉公は、小・中学校の児童・生徒が、実際に就労体験をする事業です。

昔の子どもたちにとって、地域で大人の働く背中を見たり、大人に叱られたりほめられたりしながら成長することは、
ごくあたりまえのことでした。

次代の白石を担う子どもたちに、地域で働くことを通して、学校や家庭ではできない体験をさせてあげたい。働くこ
との大切さや楽しさ、ふるさと白石の良さを知ってほしい。そのような想いから「白石でっち奉公」は誕生しました。

平成13年に白石区ふるさと会の主催で始まったこの事業は、「地域で子どもたちを育てよう」という趣旨が広く受
け入れられ、現在は白石区ふるさと会と白石区が区内小中学校と協力して実施し、9校1,369人の児童・生徒が参加す
る事業に成長しました。

なお、この取り組みが子どもたちの「キャリア教育」の充実に功績があると認められ、白石区ふるさと会は、平成24
年度「文部科学大臣表彰」（文部科学省）及び「キャリア教育推進連携表彰」奨励賞（文部科学省、経済産業省）を
受けました。

【参加者数】　区内小中学生� 1,369人
【受 入 先】　区内企業、団体、施設等� 169社

11月 7 日　柏丘中学校………181名　(2年生)
11月19日　東白石中学校……144名　(2年生)
11月26日　米里中学校………135名　(2年生)
11月27日　幌東中学校………135名　(2年生)

白石でっち奉公
白石区ふるさと会／札幌市白石区
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池田食品㈱ 様

先日の職場体験で
は、大変お世話に

なり、ありがとう
ご

ざいました。
私が一番心に残っ

た事は、食品の衛
生管理です。特に

、

白衣を着た事が心
に残りました。食

品をさわる前に、
手を

洗ったり、相手の
服をお互いに見合

ったりすることに
も関

心をもちました。
それだけ食品を、

大事にあつかって
いる

ということが分か
りました。

そして、職員のみ
なさんで、元気よ

くあいさつし合っ
て

いたので、改めて
、あいさつは大切

だと実感しました
。

今回学んだことを
、これからの学校

生活に生かして、
私

もがんばっていこ
うと思います。み

なさまも、お体を
、大

切に、お仕事がん
ばってください。 ６年　Y・K

Thanks Mail

東札幌小学校
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  初めて見るお菓子の製造現場に
  大きな関心と興味がわいた 1日

お年寄りから小さな子どもまで、幅広いファ
ンを持つお菓子メーカー「池田食品」。たくさ
んの種類の創作豆、かりんとうやタマゴボーロ
など、おいしいベストセラーをいくつも生み出
しています。女子 2名と男子 1名の児童がでっ
ち奉公にやってきたのは、その製造現場である
工場です。衛生管理と品質管理のための入念な
服装のチェックを受けた後、ようやく工場内へ
案内されました。顔は帽子とマスクで覆われて
表情がわかりにくいものの、やはり緊張した様
子がうかがえます。それに、初めて見るたくさ
んの機械や、工場内の張り詰めた雰囲気に圧倒
されたようでした。
製造工程の大部分は機械によるオートメー

ションですが、たとえば味付けの微妙な調合、目
視による検品、計量、袋詰め、袋をリボンでしば
る作業など、機械にはできない手仕事もたくさ

んあります。それらを手際よくこなすスタッフ
の方々に、児童たちは「やっぱり仕事が早くて
丁寧ですね」と感心するばかりです。見よう見
まねで検品や袋詰めの作業を行ないましたが、
慣れない立ち仕事のせいか、最後はちょっぴり
疲れた表情を浮かべていました。それでも「現
場作業の大変さがわかった」ようで、「ひとつ
の商品ができるまでには、大勢の人が関わって
いる」と実感できた貴重な体験になったようで
す。



菊水元町保育園 様

さて、先日はお忙し
いところ、私たちの

職場体験のために
お

時間をいただき、あ
りがとうございまし

た。

私自身が先生方を
見てて大変だなと

思ったことは、私自
身、

子供1人をお世話
するのでも大変だ

ったのに、先生方は
たく

さんの保育園児を
お世話することが

スゴいと思いまし
た。話

が変わってしまいま
すが、最初私は、保

育園児の先生とし
て慣

じめるかとても不
安でした。ですが

、朝から園児の皆
が「先

生～。」「〇〇して
～。」等たくさん話

かけてくれて嬉し
かった

です。私はたんぽ
ぽ組に来た時から

、１人の女の子を
ずっと

抱っこしていました
。私がどこかに行

ってしまうと、すぐ
に泣

いてしまったりして
、とても大変でした

。でも、とても良い
経

験ができました。

私自身が体験をし
て感じた事は、子供

たちの笑顔がステ
キ

な事です。園児が遊
んでいて、楽しくて

笑っている姿を見
ると、

私まで笑顔になれ
ました。

先生方にご迷惑を
かけた面もあると

思いますが、私にと
っ

ては本当に本当に
良い経験になりま

した。この経験を
将来に

生かしていきたいで
す。本当にありがと

うございました。
２年　H・S

Thanks Mail

米里中学校 
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  「 お楽しみ会」のお手伝いを通じて
  園児たちとふれあった、貴重な 1日。

子どもたちが元気いっぱいに走り回る姿と、大き
くにぎやかな声が館内に響きわたります。ここは、
総勢140名以上の園児を預かる菊水元町保育園。
でっち奉公でこの場所を訪れたのは、「子どもが
大好き！」と口を揃える7名の生徒たち。中には
卒園生で、今は弟がこちらでお世話になっている生
徒もいました。
初めに園長先生から「今日は子どもたちに負け

ないくらい明るく、楽しい1日を過ごしてください
ね」と言われ、素直にうなずきます。そのとおり、
ハキハキと元気よく園児たちに自己紹介ができま
した。
彼らが来た日はちょっと特別なタイミング。そ

れというのも、保育園では年に一度の「お楽しみ
会」を間近に控え、その練習が山場を迎えていた
のです。「お楽しみ会」はご両親やおじいちゃん
おばあちゃんも楽しみにしている、年に一度の発表
会です。園児たちもそれを意識してか、練習にも熱

が入ります。
プログラムはそれぞれの年齢に合わせ、お遊戯
や歌、劇、器楽演奏と多彩なので、準備も大変です。
7人の生徒たちは園児たちの衣装の着替え、小道
具の準備、舞台のセッティング、お守りや遊びの相
手まで引き受けて大忙し。それでもひと通り終わ
ると、充実した表情を浮かべていました。人懐っこ
い園児たちと一緒に過ごしたおかげで、「子どもっ
てかわいい！」「保育士さんの仕事もいいですね」
と話す生徒もいて、将来の夢が広がった就労体験
になったようです。



【白石区ふるさと会】

   平成26年度 　　　　
   児童・生徒受入先合計
  　　　　　　　─ 169

　白石区を人情味と風格あふれる素晴しいまちに育てていくことを目的として昭和５１年3月に設立され
た団体で、区内の町内会や各種団体、企業などの団体会員と個人会員で構成されています。
　毎年夏に開催される白石区ふるさとまつりや月寒川にぎわい川まつりのほか、白石でっち奉公、白石
区中学生の主張発表会、子どもワンダーランドなど、さまざまな事業を実施しています。
　また、各地区の文化・体育事業、青少年健全育成活動への助成なども行い、白石区のまちづくりを支
えています。

白石区ふるさとまつり 月寒川にぎわい川まつり 子どもワンダーランド白石区中学生の主張発表会

アウトロー　本郷店
あさひガーデン　デイサービスセンター
アサヒビール株式会社　北海道工場
朝日ベストライフ株式会社　グループホームあさひの家
アトリエチャコ
池田食品株式会社
イタリアントマトケーキショップ イーアス店
一般財団法人　さっぽろ健康スポーツ財団　札幌国際交流館
医療法人　東札幌病院
医療法人社団同仁会 長野病院
医療法人信佑会 吉田記念病院
医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院
NPO法人 Ｒe～らぶ
大岡産業株式会社　札幌ゴルフセンター
介護付有料老人ホーム　あさひガーデン
海天丸 北郷店
学校法人大藤学園　札幌白樺幼稚園
学校法人大藤学園　本郷幼稚園
学校法人新善光寺学園　しろいし幼稚園
学校法人北邦学園　東橋いちい認定こども園
学校法人北邦学園　東橋いちい保育園
カフェ＆トラットリア　ポポロ広場
株式会社アイビック　ダスキン白石東支店
株式会社アクティブ・ケア　介護付有料老人ホームみのり米里
株式会社アレフ・びっくりドンキー 白石中央店
株式会社ウエスタン　北郷店
株式会社エルドール　平岡店
株式会社オストケアサービス グループホームいきいき
株式会社清美
株式会社ジェイコム札幌
株式会社正文舎
株式会社白石ゴム製作所
株式会社ダイイチ　白石神社前店
株式会社どうきゅう　とんかつ玉藤　南郷店
株式会社東光ストア　白石ターミナル店
株式会社東光ストア　ＴＳＵＴＡＹＡ　南郷13丁目店
株式会社とんでん 南郷通店
株式会社ピースエス　あじさい館東札幌デイサービスセンター
株式会社日浦
株式会社ホクトスポーツ
株式会社北陸銀行 白石店
株式会社北海道アルバイト情報社
株式会社北海道新聞社
株式会社ホンダカーズ札幌中央　南郷通店
株式会社ヤマダ電機　テックランド札幌白石店
株式会社ラルズ　スーパーアークス菊水店
菊水すずらん保育園
北日本石油株式会社　ローズアベニュー白石給油所
救世軍菊水上町保育園
勤医協デイサービスセンター　花りん荘
勤医協老人保健施設 柏ヶ丘
くすみ書房　大谷地店
クリーニング白樺
グループホーム　まいホーム川北
グンゼ株式会社
公益財団法人　札幌市公園緑化協会　川下公園

札幌市青葉保育園
札幌市厚別図書館
札幌市川北児童会館
札幌市菊水乳児保育園
札幌市菊水元町児童会館
札幌市菊水元町地区センター
札幌市菊水やよい児童会館
札幌市北白石地区センター図書室
札幌市職員共済組合健康管理センター
札幌市白石温水プール
札幌市白石区体育館
札幌市白石区土木部維持管理課
札幌市白石区保育・子育て支援センター（ ちあふる・しろいし）
札幌市白石区民センター運営委員会
札幌市白石区役所
札幌市白石消防署・札幌市民防災センター
札幌市白石東地区センター
札幌市白石東まちづくりセンター
札幌市青少年科学館
札幌市東札幌児童会館
札幌市東札幌図書館
札幌市東札幌保育園
札幌市東白石保育園
札幌市立大谷地小学校・大谷地小ミニ児童会館
札幌市立きくすいもとまち幼稚園
札幌トヨペット株式会社　白石店
サンクス東札幌店
サンクス南郷店
システムサービス株式会社
社会福祉法人太陽育生会　北郷ピノキオ保育園
社会福祉法人愛和福祉会　南郷保育園
社会福祉法人石狩友愛福祉会　飛翔保育園
社会福祉法人石狩友愛福祉会　友愛北白石保育園
社会医療法人共栄会　就労支援事業所　なかにわ
社会福祉法人渓仁会　介護老人保健施設　コミュニティホーム白石
社会福祉法人札幌光明園　まこと保育所
社会福祉法人札幌正栄会　北郷すずらん保育園
社会福祉法人常徳会　白石興正保育園
社会福祉法人星光福祉会　北の星東札幌保育園
社会福祉法人星光福祉会　北の星白石保育園
社会福祉法人福美会　北白石保育園
社会福祉法人藤美福祉会　菊水元町第二保育園
社会福祉法人藤美福祉会　菊水元町保育園
社会福祉法人扶桑苑　柏葉保育園
社会福祉法人北都福祉会　北都保育園
社会福祉法人みき福祉会　白石うさこ保育園
スイートデコレーション　なんごう店
スーパースポーツゼビオ　新さっぽろ店
生活協同組合コープさっぽろ　川下店
生活協同組合コープさっぽろ　北郷店
生活協同組合コープさっぽろ　ルーシー店
清宮純税理士事務所
セブンイレブン札幌白石中央1条店
セブンイレブン東札幌５条４丁目店 
そば処　楓漣
そばや天寿庵

ダンロップタイヤ北海道株式会社
デイサービスセンター　あずましっ処
手打ちそば　加賀屋
手作りピッツァ・お惣菜　ルーティーン
天然酵母のパン e.Satake
特別養護老人ホーム　平成苑デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　ルミエール
独立行政法人　国際協力機構北海道国際センター(ＪＩＣＡ札幌)
冬冬
永田文化服装学院
なごやか亭 栄通20丁目店
南郷の湯
日本郵便株式会社　札幌白石郵便局
ネッツトヨタ札幌株式会社　白石店
ハンバーグのまたたび
ピッコロ子ども倶楽部　東札幌園
プリティドッグ
北門信用金庫 白石支店
北雄ラッキー株式会社　ラッキー菊水元町店
北開工営株式会社
北海道コカ・コーラボトリング株式会社
北海道札幌方面　白石警察署
北海道日産自動車株式会社　白石店
北海道林産燃料生産協同組合
ホンダドリーム札幌
誠寿司　本店
マコト動物病院
マックスバリュ北海道株式会社　マックスバリュ北郷店
マックスバリュ北海道株式会社　マックスバリュ東札幌店
みずほ美容室
MEN’S CUT 「 さらり」
藪北蕎麦 守田屋
有限会社市川クリーニング商会
有限会社ASコンサルタント グループホーム弥生
有限会社小見翠晃園
有限会社ケント
有限会社札幌映像社
有限会社鐘屋 フローリスト彩花
ユニオン給食株式会社
横山食品株式会社
ライラック
リサイクルと環境雑貨の店　ワーカーズコレクティブ　えこふりぃ
ル・シード
ロイヤルホスト 南郷店
ローソン札幌白石中央店

 他１2企業

さっぽろ市
02-Ｑ01-14-2034
26-2-1199

「白石でっち奉公」事業受入先一覧


