
就業に関するアンケートについて 
 
 
  

今後の就業紹介等に活用させていただくため 

アンケートを実施します。 

今号に同封しているアンケートをご記入いた

だき、1月末までに各シルバーのポストへ投函、

もしくは、地区別懇談会にて提出していただく

ようお願いします。 

歳時記 

『無事故日数 105日』（11/30現在） 

令和4年12月号 

年末年始のお休みについて 
 

12月29日（木）～1月4日（水）は 
本部、福崎連絡所、神河事業所ともにお休みとさせていただきます。  

年内は12月28日（水）まで 
年明けは1月5日（木）から となりますのでご注意ください。 
連休中の緊急連絡については ①080-8330-2171 ②090-4031-4484  
①が繋がらない場合は②へお願いします。 

   超初心者向け  
     剪定講習会を開催しました 
 
11月16日（水）9時～ 旧鶴居中学校にて 
初心者向けの剪定講習会を実施しました。 
女性の会員さんにも多くご参加いただき 
計14名でサツキ等の低木の剪定を行いました。 
ご参加いただきありがとうございました。 

就業相談について 
 
 

12月19日（月）～23日（金） 
希望者のみ、就業相談を行います。 
健康面のことや、就業に関する相談がある方は
ぜひご利用ください。 
相談される方は、必ず事前予約をお願いします。 
ご予約は、各所長携帯もしくは、本部までお電話
ください。 

地区別懇談会について 
   

今年度も昨年同様、小学校校区ごとに懇談会
を行います。 
昨年度の反省から、平日に参加できない方を
対象に、土曜日に全地区対象日を設けていま

すので、会員のみなさんには必ず出席してい
ただくようお願いします。 
また今年度から、適性就業（5年問題）の募集先
への応募は、地区別懇談会に出席した方のみ
となりますのでご注意ください。 
開催日時等の詳細は別紙をご覧ください。 

希望者のみ 
全会員さん対象 

全会員さん対象 



①福崎町 
②工場 
③清掃 
④シフト(土日休み) 

⑤8時30分～15時30分 
⑥80,000円くらい 
⑦女性 

①福崎町 
②工場 
③荷下ろし 
④週2～3日 
⑤9時～16時 
⑥64,000円くらい 
⑦男性、年齢制限有 

①神河町 
②介護施設 
③清掃 
④週3シフト(土日有り) 

⑤9時～14時(昼休憩なし） 

⑥50,000円くらい 
⑦女性 

（内会員紹介 3名） 

ご紹介いただいた会員さま 
ありがとうございました。 

①場所 
②就業先 
③仕事内容 
④就業日 
⑤就業時間 
⑥1ヶ月の配分金目安 
⑦その他 

  

請負 

  

  

  

年末の交通事故防止運動 
12月1日(木)～12月10日（土） 

 
～運動重点～ 
●子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全確保 
●安全運転意識の向上 
●自転車の交通安全 
●飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 
●夕暮れ時と夜間の交通事故防止 
 

特に秋から冬にかけて 
早朝・夕暮れ時の交通事故が 
増加する傾向にあります。 
早めにライトを点灯し、速度を 
抑えて運転しましょう！ 

自転車事故も激増中！！ 
高齢ドライバーによる車の事故が 
昨今問題になっていますが、自転車による 
事故も大幅に増えてきています。 
それに伴い道路交通法が改正され 
（令和4年4月27日公布、1年以内に施行） 

大人も子供も関係なく 
自転車に乗るすべての人が 
乗車用ヘルメットをかぶる 
よう努めなければならない 
とされました。 
自転車に乗る際は必ず 
ヘルメットを着用しましょう。 
自転車での死亡事故のうち 
約6割が頭部損傷です。 

適性就業関係の今後の予定 
 

     12月中旬～下旬 就業相談（希望者のみ）   
     1月上旬までに 同一就業先で継続5年をむかえる方に「就業5年通知書」を発行  
     1月中旬  5年以上就業のある就業先を公開  
     1月下旬  募集受付（面談）開始  
     2月上旬 募集締め切り  
     2月中旬 選考委員会  
     2中旬～下旬 「選考結果通知書」の送付（4月～交代）  
     2月下旬          「就業延長通知」 「就業終了通知」の送付 
               就業を終了する会員の就業相談    
    

適性就業（5年問題）に関する詳細は、別途お知らせします。 

～事務局からのお知らせ～ 
令和4年度分の配分金支払証明書を 
12月下旬に発送いたします。 
ご不明点があれば本部までお電話
ください。 

  

募集就業先一覧 

派遣 

請負 



R4年度 地区別懇談会スケジュール 

開催日 場所 時間 地域班  対象地区（住居表示地区） 会員 

1月   校区・地区  人数 

16日（月） 

神河町 

大河内保健福祉センター 

2F 福祉講習室 

09：30～11：30 寺前 大河 鍛治 寺前 上岩 宮野 

高朝田 比延 新野 野村 

52 

大河内保健福祉センター 

2F 福祉講習室 

13：30～15：30 長谷 

上・南小田 

川上 長谷 栗 淵 

上小田 南小田 

38 

17日（火） 

神河町 

神崎支庁舎 

1F 健康学習室 

09：30～11：30 粟賀 根宇野 山田 中村 粟賀町 

福本 加納 貝野 寺野 

東柏尾 柏尾 

59 

神崎支庁舎 

1F 健康学習室 

13：30～15：30 大山 

越知谷 

猪篠 大山 杉 吉冨 

新田 作畑 大畑 越知 岩屋 

49 

18日（水） 

市川町 

福崎町 

老人福祉センター  

2F ホール 

09：30～11：30 鶴居北 

鶴居南 

鶴居 美佐 澤 屋形 

神崎 小室 田中 

57 

福崎町文化センター 

1F 小ホール 

13：30～15：30 福崎 福田 馬田 山崎 福崎新 58 

19日（木） 

市川町 

福崎町 

本部 

2F 多目的ホール 

09：30～11：30 瀬加北 

瀬加南 

上牛尾 下牛尾 

上瀬加 下瀬加 

32 

福崎町文化センター 

1F 小ホール 

13：30～15：30 福崎 

高岡 

西治 高橋  

高岡 田口 

26 

20日（金） 

福崎町 

サルビア会館 

2F 講義室 

09：30～11：30 田原 西・東田原 39 

サルビア会館 

2F 講義室 

13：30～15：30 田原 

八千種 

南田原 

八千種 大貫 

49 

21日（土） 

全町 

市川町就業改善センター 

2F 研修室 

09：30～11：30 全地区 

対象 

平日参加できない会員対象に 

全地区対象 

 

23日（月） 

市川町 

就業改善センター  

2F 研修室 

 

09：30～11：30 川辺 浅野 小畑 東川辺 西川辺 

西田中 北田中 上田中 保喜 

51 

就業改善センター 

2F 研修室 

13：30～15：30 甘地 甘地 小谷 近平 千原  

谷 奥 坂戸 

32 

 

  
※【重要！！】今年度から適正就業「5年問題」の募集先への応募は、地区別懇談会に出席することが必須条件 

となりました。出席しないと応募資格はありませんので注意してください。 

※昨年の出席状況から今年は中規模人数の班編成でおこないます。 

※平日参加できない会員を対象に出席機会を増やし、土曜日に全地区対象日（1月 21 日土曜日）を設けます。 

※対象地区の懇談会に出席をお願いします。地域班長はご自分の地域班の懇談会に出席をお願いします。 

※対象地区に出席できない場合は、同じ①小学校校区＞②中学校校区＞③近くの地区＞④全地区対象の順で、 

出ることができる日時に出席してください。 

※出席しやすく、同じ地域の会員が懇談できるように、自由に発言できるように、またコロナ対策として大人数の 

集会を避ける意味でも地区別（旧校区、校区、地域班）に行います。ご理解お願いします。 



会場の駐車場案内 

福崎町 

文化センター 

 

満車の場合は体育館東側の駐車場をご利用くださ

い 

サルビア会館 

 

駐車スペースがありませんので、役場裏か、西側

職員用の駐車場をご利用ください 

満車の場合は田原幼児園南側駐車場をご利用くだ

さい 

 

神河町 

神崎支庁舎 

 

神崎支庁舎駐車場をご利用ください 

大河内保健福祉センター 

 

役場本庁舎、保健福祉センターの駐車場をご利用

ください  

 

市川町 

就業改善センター 

 

平場が満車の場合は立体駐車場をご利用ください 

老人福祉センター 

 

満車の場合は鶴居公民館駐車場をご利用ください 

本部 

 

本部駐車場をご利用ください 

 

※駐車スペースは確保していますが、台数に限りがある会場があります。でき

るだけお近くの会員どうし車は乗り合わせて出席していただくようお願いしま

す。 

 

 

 


