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働く意欲のあるシルバー世代の皆さん、仲間になりませんか！

＊入会資格は市内在住で、原則 60 歳以上の
　健康で働く意欲のある方
＊入会手続きの前に必ず「入会説明会」を
　受講していただき、当センターの設立趣
　旨や事業内容を理解された上で、入会の
　お申し込みをお願いいたします。

定年後のデビューの窓口に
シルバー人材センターをご活用ください
定年後のデビューの窓口に
シルバー人材センターをご活用ください
定年後のデビューの窓口に
シルバー人材センターをご活用ください

日時：11月7日(木)・21日(木)
　　　13：30～15：00頃
場所：当センター会議室
　　　（本町 622-2）
　　　TEL 0297-48-8591

11月の入会説明会日程11月の入会説明会日程

稲刈り後の田んぼにダイサギ（大木にて）
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守谷市に支援要望書を提出
　９月 25 日、理事長以下三役が守谷市役所を訪問し、松丸市長及び梅木市議会議長あての支援要
望書を提出しました。
　この要望書は、全国シルバー人材センター事業協会の今年度定時総会において議決されたもので、
国の政策に基づき、地域社会に貢献すべく活動している当センターへの支援を茨城県シルバー人材
センター連合会と連名で要望するものです。

守谷駅前で入会促進のPR活動を行いました守谷駅前で入会促進のPR活動を行いました
　10 月１日（火）、普及啓発活動月間の一環として、
つくばエクスプレス・常総線守谷駅の中央西口前と土
塔口前で、当センター役員が新会
員募集のチラシとウェットティッ
シュを高齢者市民の方々に配っ
て、入会を呼びかけました。
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　９月28日（土）・29日（日）、守谷駅西口広場で第36回
「守谷市商工まつり」が開催されました。
　当センターはこのイベントに出展し、市民の皆様へ当
センターの活動内容を紹介しました。
　今回は初めての出展ですが、パネル展示による仕事や
ボランティア活動の紹介を行い、来訪された県シ連事務
局 4 名の方とともに新会員募集のためのパンフレット
やウェットティッシュを配布してＰＲしました。
　ブースには多くの市民の方々に立ち寄っていただき、
説明スタッフも大忙しの２日間でした。

守谷市民の皆様へ当センターをPRしました
「第36回 守谷市商工まつり」に出展

センターPRチラシ
堀保健福祉部長と県シ連（注）事務局スタッフ

県シ連（注）事務局スタッフを迎えて

（注）（公社）茨城県シルバー人材センター連合会



-4-

もりやシルバーだより 2019年10月30日 発行

安全就業コーナー

安全就業スローガン

安全は シルバーライフの 第一歩

◆安全パトロールを実施
　８月 21 日（水）、副理事長および安全対策委員２名による安
全パトロールが実施されました。
　ヘルメットやゴーグルなどの安全装備の着用状況、三脚梯子
の固定やカラーコーンの適正使用状況などを確認しました。
　また、今回も特に熱中症対策に関する聞き取りを行いました。 
適切な休憩と水分補給が行われていました。

◆植栽班長安全定例会議を開催
　８月 28 日（水）、剪定、草刈り作業に従事している班長、担当役員及び
事務局職員により、令和元年度８月度の植栽班長安全定例会議を開催しま
した。
　今回は、特に下記につき、協議しました。
○最近、発生した草刈班の負傷事故についての分析と対策
○熱中症対策
○「蜂（特にスズメバチ）刺され防止」（県シ連からの要請事項）

みずき野班 滝沢俊之会員

インフルエンザの予防について
（10 月 1 日から公費助成が始まりました）

　まもなくインフルエンザ流行の季節がやってきます。インフルエン
ザの予防方法は、流行前に予防接種を受けることが大切です。
　なお、守谷市では高齢者の公費助成制度があります。助成申込の方
法、公費助成額、医療機関等詳細については、守谷市保健センター
（TEL0297－48－6000）へお問い合わせください。

（守谷市広報資料より）

服装・安全防具の着装状況

草取り作業 カラーコーンの適正使用状況 熱中症対策の現況調査
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　本年４月で「平成」は終わり、５月から新しい元号「令和」が始まりました。当センターは「守
谷町ミニシルバー人材センター」からでは 29年、社団法人化して 17年になります。
　新しい元号を迎え、当センターの一層の発展を展望しつつ、「平成時代」の当センターの活動を写
真で回顧してみました。

H02.12.19　守谷町ミニ・シルバー人材
　　　　　　センター創立、
　　　　　　大和田仁理事長就任、
　　　　　　会員31人、人口36,427人
H05.01.25　会田真一理事長就任
H10.10.01　守谷町シルバー人材セン
　　　　　　ターに改称、会員 126人、
　　　　　　人口 48,232 人
H10.07.10　会報もりやシルバーだより
　　　　　　創刊
H11.02.05　新守谷駅前・南守谷駅前
　　　　　　清掃ボランテア開始
H14.02.02　市制施行
H14.12.01　社団法人守谷市シルバー
　　　　　　人材センター設立、
　　　　　　安藤克治理事長就任、
　　　　　　会員 255人、
　　　　　　人口 51,458 人
H15.04.01　高橋豊直理事長就任
H22.04.01　一ノ瀬洵理事長就任
H23.03.11　東日本大震災
H24.02.02　市制施行 10周年
H24.03.26　「公益社団法人」の
　　　　　　茨城県知事認定取得
H24.04.01　指定管理者制度に基づく
　　　　　　公民館管理運営開始
H25.03.31　事業実績 (最高値 )
　　　　　　199,828 千円
H26.08.11　事務所移転
H27.04.01　派遣事業開始
H27.09.12　常総市鬼怒川水害
H27.04.28　重傷事故ゼロ記録
　　　　　　1000 日を達成
H28.03.31　会員 438人 ( 最高値 )、
　　　　　　人口 65,119 人
H29.07.28　会報もりやシルバーだより
　　　　　　創刊 100号記念号を発行
H29.04.01　市の介護予防・生活支援
　　　　　　サービス事業に参画

R01.05.22　高力庸吉理事長就任
R01.06.30　「ようこそ守谷へ 2019」
　　　　　　に出展、新会員増強策

写真で綴る、当センターの 歩み

旧事務所　　　H23.3 当時

技能講習会　　  H26.10

守谷駅前花壇整備 H27.5

接遇研修会　　　H28.8 職群・仕事班長交流会
H30.2

結城市SCとの交流会　H28.1

南守谷駅前清掃
ボランティア　　H28.7

利根川クリーン作戦
H30.3

安全パトロール　　　H30.6 イベント出展(銀の会)
H30.11

見守り活動協力事業所 H26.10 高齢者向け料理教室　H27.5

機材メンテ講習会
H28.3

独自事業(再生自転車)
H25.11

新事務所　　　　　　H26.8
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　9月 22日（日）、野木崎新山地区では、今年も「彼岸花まつり」が開催されました。
　真っ赤に咲いた彼岸花は、澄み切った青空に映え、
訪れた市民の方々の目を楽しませていました。
　また、かかしの展示にもびっくりしていました。

令和元年度９月例会ゴルフコンペ報告

会員番号 氏　　　名 地　区　名 会員番号 氏　　　名 地　区　名
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426

☆新しい仲間を紹介します☆ （7月2日～10月10日） （敬称略）

中　森　み つ 子
南 雲　恒 一
石 田　淳 二
飯 島　　  守
井 上　雪 子
石 山　光 夫
服 部 久 子

本  町
松  ケ  丘
松  前  台
み ず き 野
松  前  台
み ず き 野
薬 師 台

稲 葉 幸 子
加 藤 俊 男
原 田 幸 子
藤 林 宏 之
今 井 澄 子
大 津 俊 夫
石 橋 信 一

百 合 ケ 丘
本 町
薬 師 台
み ず き 野
久 保 ケ 丘
松 前 台
百 合 ケ 丘

1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433

写真・文　貝塚博志会員

　９月30日（月）、筑波東急GCで開催、22名が参加しました。
天候に恵まれていいゴルフ日和でした。

　成績は次の通りでした。
　　優勝　高野 博正 会員
　　2 位　寺田 正三 会員
　　3 位　勝村 正也 会員

　次回コンペは、
令和元年11月29日（金）
フレンドシップＣＣで
開催予定 入賞者：左から勝村会員、高野会員、寺田会員
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駅前清掃ボランティアの日　

　私達、シルバー会員は毎月２回、早朝 8時から約３０分間、新守谷駅前と南守谷駅前で清掃活動を行っ
ています。きれいな駅前を目指して！ 会員の皆さん、多数のご参加をお願いします。
　参加される方は軍手をご用意願います。　11 月、12月の予定は下表のとおりです。

駅前清掃ボランティアに参加しよう！

作業日報提出時の注意事項等について

作業日報提出時
の注意事項

就業先締日の種類

作業日報は就業先への請求書および配分金計算のもととなる非常に重要な情報です。
①就業先、会員番号、氏名、日数、時間数は忘れずに、正確に確認して下さい。
②就業先の作業日報締日の翌日に事務局に持参願います。
なお、毎年 6月支払いの配分金においては、当センター会費 1,200 円と親睦会会費 300円
の合計 1,500 円が控除されます。また、6 月に配分金の支払いがない会員（未就業者）
につきましては、会費の控除ができませんので、1,500 円を事務局までご持参願います。

配分金の支払日の前月の１０日、１５日、２０日、２５日、月末日等就業先により異なります。

配分金の振込日 配分金の振込日は、原則として毎月１５日です。ただし、１月と５月は１７日です。
振込日が土・日・祝日の場合は、順次繰り下げた平日になります。

新守谷駅前（駐輪場側歩道橋）
南守谷駅前（駐輪場側ロータリー）

（午前8時から約30分間、雨天中止、１月と８月はお休み）

事務局だより

午前8時 午前 8時開始時刻

◇地域班合同交流会・親睦会輪投げ大会のお知らせ

11月  5日（火）
11月20日（水）

12月  5日（木）
12月20日（金）

令和元年度 事業運営報告　（令和元年4月～9月）
会員数・就業状況 事　業　実　績

会員数

公共受注額

民間等受注額

受注額合計

受注件数

就業実人員

就業率（※）

男　性 女　性 合　計

元年度

30年度

元年度

30年度

元年度

30年度

元年度

30年度

元年度

30年度

元年度

30年度

元年度

30年度

310名
318名
200名
218名
64.5％
68.6％

98名
98名
64名
74名
65.3％
75.5％

408名
416名
264名
292名
64.7％
70.2％

18,758千円
21,472千円
69,780千円
69,526千円
88,538千円
90,998千円
1,128件
1,129件

（※）派遣を含む

　令和元年度の地域班会議は個々の班で行わず、合同交流会として実施します。また、当該行事
に併せて、新規行事として親睦会主催の輪投げ大会も実施いたしますので、会員の皆さん、奮っ
てご参加ください。
　なお、行事の詳細及び申込については、別添折り込みチラシによりご案内いたします。
　　日　程：令和元年１１月１８日（月）１３：００～１７：００
　　内　容：（前半 13：00～ 14：30）明石シニアコンサルティング代表の明石久美氏による
　　　　　　 講演会（60代から始める老い支度・終活準備～家族に迷惑をかけないための知識）
　　　　　　 （後半 15：00～ 17：00）親睦会主催による輪投げ大会（豪華賞品多数あり）
　　場　所：守谷市保健センター健康増進室
　　問合せ：地域担当理事 市毛 、親睦会会長 渡部 TEL 0297-48-8591

12月は落葉多し！
大勢の参加を！！
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ロ
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市内在住で、原則60歳以上の健康で働く意欲があり、センターの目的・趣旨に賛同
される方の入会をお待ちしております。 
◆毎月、第１・第３木曜日（祝日等で開催されない場合もあります）に入会説明会を
　開催しております。
◆開催時間は午後１時半から３時頃まで。 　◆出席を希望される場合は事前に
　ご連絡ください。　◆連絡先は 電話0297-48-8591
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剪
定
・

除
草
等

段ボールの整理
網戸の清掃
家周りの整理
敷地内の側溝清掃

本棚・組立家具等の組立て
フローリング床への張替え
グリーンカーテンの取付け
花壇のレンガ積み修理
絵画等の取付け
ドアの蝶つがいの調整
すだれ用フックの取付け
ウッドデッキの解体・補修

玄関前のコンクリ階段増設
ブロック修繕・増設
物置の壁板修理・屋根波板交換
高所カーテンの取付け・取外し
階段・廊下等手すりの取付け
ふじ棚の製作
蛍光灯・電球等の交換
住宅用火災警報器の取付け

朝のごみ出し代行

作業内容 （料金は事務費・税込みの目安です。材料費等はお客様負担となります。）

障子・網戸の張替え料金例
（並サイズ 90×180cm 1 枚）
障子 1,300 円より 網戸 2,400 円より
センター指定の材料費と運搬費込みです

修
理
・
工
作

玄関周りの清掃
料金例
1 人 1時間
 1,100 円より

清
掃

家周りの枯葉・落葉の清掃
池の葉の除去
イベント会場の清掃

刈払機による草刈り
鉢植を地植にする
庭木・花壇の水やり
花壇の土つくり

隣地はみ出しの枝切落し
台風倒木の伐採（太さ30cm以内）
大根や白菜等の収穫

庭木の剪定
料金例
1 人 1時間
 1,500 円より

移
　
動

家
　
事

そ
の
他

家具・冷蔵庫等の移動 イベント手伝い
チラシ配り

電話番
宅配収納

お引受け
できない
仕事の例

①危険な作業（フォークリフト等の作業、高木の剪定作業、除草剤作業、ハチの巣除去等）
②高度な仕上げのレンジ・エアコン等の清掃、高度な大工仕事、ベビーシッター等
③人や荷物の車による運搬（道路運送法等） ④電気工事（電気工事業法等）
⑤人や車の交通誘導・警備・監視業務（警備業法）

掃除･洗濯･買物等
の代行料金例
1 人 1時間 
1,650 円より

空家･空地の
見守り料金例
1 回 1,100 円より

粗大ごみの搬出
料金例

（屋内→玄関先）
1人1回 2,200円より

シルバー人材センターは市役所、市内の企業、事業所等からさまざまな仕事をお引き受けしておりますが、ご
家庭でのちょっとしたお困りごとなどについてもご相談を承っております。蛍光灯・電球の交換、荷物の移動、
掃除、洗濯、草刈りなどが自分で出来ない、しかし専門業者にお願いするほどでもない、だけど頼める人がい
ないなどの小さなお困りごとがありましたらお気軽に、守谷市シルバー人材センターにご相談ください。お役
に立てる『シルバーちょこっと仕事人』がお伺いし作業をお引受けいたします。これまで実施したことのある
作業を下表にまとめましたのでご用命の参考にしてください。なお、シルバー人材センターは、60歳以上の会
員制組織ですので、作業できる会員が退会した場合や、危険な作業、専門業者的な作業および法律等によりお
引受け出来ないこともありますので、あらかじめご理解をお願いいたします。 【6版】 NO.191030

公益社団法人 守谷市シルバー人材センター会員募集！
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配分金と賃金の仕組みと違いについて（消費税関連）
（公社）守谷市シルバー人材センター 事務局長 松本　良一

会員の皆さんが受け取っている「配分金」と「賃金」の仕組みと違いについて、説明します。

●配分金とは

　当センターが市役所、企業、家庭等から受注した請負・委任契約の仕事は、会員と
の再請負の契約関係となり、会員が受取る「配分金」は賃金でなく、所得税法上の雑
所得です。
　現在、「配分金」には消費税分も含まれていますが、現行制度では、会員は売上（収入）
1,000万円以下の免税事業者扱いになるので、国への消費税納付が免税（注）となってい
ます。 一例としては、下表をご参照ください。

●賃金とは
　当センターは、茨城県シルバー人材センター連合会（県シ連）守谷市事務所として、
派遣事業（派遣契約）も行っております。派遣された会員は当センターの会員である
とともに県シ連守谷市事務所の派遣社員の身分でもあり、受取るのは「賃金」です。
　従って、派遣会員は、所得税法・労働基準法・最低賃金法や労災等社会保険制度が
適用され、一般の労働者と同様に扱われます。
　なお、会員の受取る「賃金」の中には消費税は含まれていません。
　一例としては、下表をご参照ください。

（注）消費税法が改定され、近い将来、免税事業者である会員への配分金は、消費税を含めないで支払うことと
なります。この場合、会員が受取れなくなった配分金内の消費税相当部分をどう取扱うかについては、当センター
は、行政の動きを注視し、上部機関との連携のもと、随時、お知らせします。

配分金単価
①

782円

消費税10％
②

78円

税込配分金
単価
①＋②

860円 946円

事務費10％
③

発注者への
請求金額
①＋②＋③

86円 1時間あたりの金額

会員が受取る
「配分金」

免税扱い

時給単価
①

860円

事務費20％
②

172円 1,135円

消費税
①＋②の10％

③

発注者への
請求金額
①＋②＋③

103円 1時間あたりの金額

会員が受取る
「賃金」

センターが納付


