
歳時記 

『無事故日数 136日』（12/31現在） 

令和5年 1月号 

“就業に関するアンケート”について 
 
先月号に同封しました“就業に関するアンケート”をまだ提出していない方は、必ずご記入 

いただき地区別懇談会にて提出いただくか、1月末までに各町シルバーポストへ投函して 
いただくようお願いします。 

地区別懇談会について 
今年度の地区別懇談会は、以下のテーマに沿って行います。 

①インボイス制度について ②就業について 

③就業報告書について ④シルバーについてのおさらい 

⑤アンケートについて ⑥その他連絡・注意事項、今後の予定、質疑応答 

他にも…自己紹介やテーマに沿った懇談、親睦会、フリートークなどを予定しています。 

会員のみなさんには、所属する地域の会場に出席をお願いします。出席できない場合は、裏面を
参照ください。 

～アンケートの趣旨～ 

今後増えるであろう依頼（職種）について、速やか

に会員に紹介できるシステム構築を図るための 

ものです。 

特に右記分野については、依頼があってもすぐに

対応できない、断らざるを得ない、など慢性的に

人手不足分野になっており、みなさんにできる 

（したい）仕事を登録してもらってグループ化し、 

仕事の依頼があれば該当するグループの会員に

速やかに連絡をとれる体制をつくります。 

紹介があっても条件に合わなければ断ることも 

可能です。 

そのため全員が回答し、提出をお願いしています。 

①今後取り組むべき、参入が期待できる分野 
介護補助、生活支援、家事支援、学童補助 
子育て支援、調理関係、販売 

②人手不足の分野 
剪定片付け、草刈、草引き、農作業 

③技能を必要とする人手不足の分野 
剪定、障子張替え、ふすま張替え 
網戸張替え、大工仕事、ペンキ塗り 

④曜日、時間帯による人手不足の分野 
土、日、祝、早朝、夜間、宿直 

⑤地域限定（神河町）で人手不足の分野 
水道検針、ゴミ出し支援（生活支援） 

全会員さんが 
ご出席ください 



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 

令和4年度 地区別懇談会スケジュール 

※【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。 



<切り取り線> 

住  所 

電話番号 

神崎郡 

☎ 

氏  名   

スローガン 

何作でもOKです 

  

令和5年度 安全就業推進スローガン募集 

令和4年度 安全就業推進スローガンは 

・がんばろう！！ 今日も笑顔で 安全に 

・ミーテイング 素直に聞いて 事故はなし 

・慣れる程 危険広がる 身のまわり        となっております。ご参考までに… 

締切：令和5年２月3日まで 

応募は、本部事務所または各町のシルバー連絡ポストへお願いいたします。 
（FAXも可 0790-27-0468） 

障子・ふすまの張替え講習会 
 

12月7日（水）・8日（木）9時～ 神河事業所にて 

会員さん6名が参加され、障子とふすまの張替え

について学びました。 

講師としてご協力いただいた足立美代子さん、

林妙子さん2日間ありがとうございました。 

～事務局からのお知らせ～ 
 

1月中旬以降に適性就業基準（5年問題）に

ついての案内を送付します。 

必ず読んでいただき、地区懇談会に 

お越しいただくようお願いします。 

シルバーマークが新しくなりました！！ 
  
これまで全国共通のシルバー人材センターの 
マークを使用していましたが… 
中播広域シルバー人材センターのマークが 
新たにできました！！ 

全国共通 
シルバーマーク 

中播広域 
シルバーマーク 

中播広域は神崎郡内の3町で 
成り立っていることから 
福崎町は “サルビア” 
市川町は “ひまわり” 
神河町は   “桜” 
 
3町それぞれの町花を 
モチーフに作られました。 
真ん中のSCとは、シルバー人材センターです。 
 
広報誌やチラシ、ホームページ等でも 
徐々に新しいマークへと移行していますので 
また探してみてくださいね☆ 



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 

  

募集就業先一覧 

（内会員紹介 1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 

    

  

  

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 

①神河町 
②工場 
③軽作業(出荷手伝い) 

④週2日 
⑤9時～16時 
⑥30,000円くらい 
⑦男性 

請負 

請負 

派遣 派遣 


