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理 事 会 報 告
◆令和２年度 第５回定例理事会
１

開催日時

議

案：第１号議案
：第２号議案

会員の入会承認及び退会について

開催日時

：報告第２号

専門委員会委員の委嘱について
地域副班長の委嘱について

令和２年９月28日（月）開催

理事会付議事項・報告事項（下記議案、報告事項ともに承認・了承されました）
議

２

報告事項：報告第１号

令和２年７月分事業実施状況報告について

◆令和２年度 第６回定例理事会
１

令和２年８月31日（月）開催

理事会付議事項・報告事項（下記議案、報告事項ともに承認・了承されました）

案：第１号議案
：第２号議案

会員の入会承認及び退会について

報告事項：報告第１号

令和２年８月分事業実施状況報告について

地域班長の委嘱について

諸報告
会

地域連絡会の開催は現時点では控えて、来年以降できるようになることを期待したい

長

副 会 長

11月に理事・班長合同会議を開催する。今年度は講習室にて地区別に全４回開催する

◆ 会 員 登 録 ・ 事 業 実 績（ 令 和 ２ 年 ７ 月・ ８ 月 ）
１. 会員登録状況（令和２年８月末日現在）
入会員数

単位：人

退会員数

６月末
会員数

７月

８月

７月

男

1,987

10

18

女

931

6

計

2,918

16

３．派遣事業

８月

８月末
会員数

前年
同月比

13

2

2,000

▲39

７月

5,172

742

115

1,358

2

4

2

933

18

８月

4,609

620

116

1,198

20

17

4

2,933

▲21

23,773

3,362

142

6,354

賃金
手数料 就業実人員 就業延人員
（千円） （千円） （人） （人・日）

当期累計

２．
事業実績
契
配 分 金

材料費・他

約

金

額 （単位：千円）

事 務 費

合

前年同月比
▲18,377 (▲17.9%)

７月

76,244

3,032

5,149

84,426

８月

61,970

4,420

4,803

71,193

282,686

13,455

20,891

316,972

当期累計

12月分の就業報告書の提出期限

事務局だより

お休みの関係で１月５日（火）までとなります。

※なお就業報告書は必要部数のみのお渡しとなります。

事務所の年末年始について
12月29日（火）～１月３日（日）まで事務所は
閉所します。重大事故での緊急にセンターと
連 絡 をとりたい場合は、緊急コールセンター
☎080-2157-3283宛に。但し、あくまで緊急用
なので、緊急でない時は１月４日（月）以降に
お願いいたします。

就業実人員
（人）

計

就業率
（％）

1,763

60.4

4.3%)

1,607

54.8

▲77,975 (▲19.7%)

1,916

65.3

2,931 (

♦人

事（敬称略）

●専門委員会委員委嘱（任期 令和３年度定時総会終結時まで）
・三宅 眞理（総務委員会）
●地域班長委嘱 (任期 令和３年３月31日まで）
・村木 正明（木曽東４（一般・木曽団地ロ））
・日沢 俊夫（金井１・薬師台）
・増山 明代（鶴川１～２丁目）
●地域副班長委嘱 (任期 令和３年３月31日まで）
・池田 一郎（高ヶ坂１）

♦訃

天野

報（７、８月受付分）謹んでお悔やみ申し上げます。
礼子

様

森下

正利

様
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役員室だより
施設管理エントリー制度
長期就業者をどう交代させるかが、センターの継続的
な課題となって久しい。理事会・事務局は、この課題を
解決する方策の一つとして、施設管理エントリー制度の
採用を検討している。ここでは、長期就業者をめぐる課
題と、それに対する取り組みについて述べていく。
先行者優位
長期就業とは、特定会員が長期にわたって同じ就業先
で従事することをいう。施設管理業務は、希望に見合う
だけの新規の仕事がないため、長期就業者が多いこと
は、会員の就業機会の公平性から問題となる。現在の希
望者や、この職種へ就きたいと希望し入会する会員の就
業機会を損なうためである。
この問題を解決するためには、就業の交代やワーク
シェアリングといった方策が必要になる。当センターで
はワークシェアリングを通じた会員の就業機会の公平性
確保を図ってきたが、長期就業者が温存されてしまい、
現時点で根本的な解決は見られていない。
パンドラの箱
長期就業者の交代は難しい。第一の理由は、業務の割
当要件をすべて満たす会員がいるとは限らないことであ
る。現行規則では、まず希望職種であるか、次に未就業
か、さらに就業現場に近いかが業務を割り当てる要件に
なっている。管理業務は就業地が偏在しており、会員の
居住地域による割当の差も起こりやすい。希望職種で
あったにもかかわらず、就業地が遠いために業務に就け
なかった例も多くみられている。
第二の理由は、職種変更を希望する会員の意向を反映
できていないことである。管理業務を希望して入会した
にもかかわらず、割り当てがなかったために一旦他の仕
事を始めた会員が職種を変更できない例も多い。未就業
会員という割当要件に該当しなくなることが理由であ
る。一方でタイミングよく入会した新規会員がその新た
な管理業務に就くケースも多くある。
第三の理由は、長期就業者は業務に慣れているうえ
に、割当要件を満たすケースが多いことである。念願が

エントリーシート結果報告
255名、794件のエントリーがありま
した。選考結果については個別にお知ら
せいたしましたが、多数のご応募ありが
とうございました。
就業場所への距離や現在・過去の就業
状況、ボランティアや地域連絡会の参加
状況などを点数化し選考させていただき、
22名の方の交替が決まりました。また、
次のエントリーシートの提出時期について
は12月末まで（１月に選考）となります。
今回、銀齢だよりと共にお配りしましたの
で、よろしくお願いいたします。
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かなって管理業務への職種変更や長期就業者の交代が実
現しても、就業者が病気にかかった場合や、家庭の事情
で仕事を続けられなくなった場合に、前任者にお願いす
ることになって、結果的に就業が長期化する例も見うけ
られる。
最後に挙げる理由は、規則に基づいた就業年限につい
て、運用が厳格になされてこなかったことである。現行
規則では、２年以上同一現場での就業を行うと長期就業
と認定される。しかし、「２年は短い」という意見が、規
則制定時から会員・事務局・理事の間でも存在した。そ
のため、この問題を議論する端緒が開かれず、不作為の
ままに現状が放置されてしまった。
ワンチーム
ここまで述べてきた問題に対処すべく、事務局から発
案されたのが施設管理エントリー制度である。この制度
の下では、センターが指定する施設管理の仕事を誰でも
希望できるように変更される。また、規則で定められた
就業割当要件だけでなく、会員としての活動も数値化し
て就業割当に利用する。この数値が基準を満たしていれ
ば、他業務に就いている会員も指定した施設管理業務へ
の変更が可能となる。ここで会員活動を数値化するの
は、構成員としての意識やコミットメントを重視してい
るためである。具体的な内容としては、地域連絡会への
出席やボランティア活動、研修会への出席などを想定し
ている。
これに対応して、理事会は、適性就業推進大網による
特別委員会を設置し、先述した就業年限を見直すための
規定整備（案）、選定基準を変更するための就業要領見直
し（案）の策定をそれぞれ行う。就業割当の実施におい
ては、事務局と一部共同で作業をする。今回、25か所
で施設管理就業に関する場所希望を募ったところ、255
名の応募があり、選考と割り当てを行っている。
今後、運用面で問題が出てくることは容易に想像でき
る。発注者の賛同を得ることもその一つである。しかし
少しでも前へ進めるため、今後も、広く会員の意向を聞
きながら、理事会・事務局一丸で，継続的に取り組んで
いきたい。
副会長 松田 良藏

「情報通信機器についてのアンケート」の結果
「情報通信機器についてのアンケート」のご回答及びご意見をいただき
ありがとうございました。
※詳細はホームページを
・アンケート回収総数 922通
ご覧ください
・
「Smile to Smile」追加申込件数 260名
今後のセンターの情報伝達等のあり方について検討を行っていきます。

「令和３年カレンダー」の販売について
１本300円で販売いたします。
【販売期間】 11月26日（木）～ 12月２日（水） ※土日除く
【販売場所】 わくわくプラザ町田１階

※今年は販売期間が限定となりましたので、よろしくお願いいたします。
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フラッシュニュース
員が活躍！

多くの女性会

自らの想い、ご経験、お持ちの技術を活かされています
■

小学校の施設管理

●小学生が、安心し安全に授業が受けられる
よう日々、門と校舎の開施錠や照明の管理、
校舎内外の巡回点検を担い、早朝・夕刻の
２時間ずつ、チームを組んでいます。
●暮らしに、リズムが生まれ、子供達に囲ま
れて気持ちが若くなることが、何よりです。
■

お花の楽しさを共に！

●花の色や香りを楽しみ、皆で話しをしながら
手を動かすことが、癒しや健康に繋がるとの
想いで、デイサービスの一環として協力。
●生けた花を玄関に飾りたい、もっと勉強す
るなどの言葉も多く、参加者の優しい心遣
いや向上心には、学ぶことも多く、良い仕
事です。
■

男性料理教室の運営

●バランスの良い食生活を願い 65 歳以上の
男性を対象に、年９ヵ月、月３回の毎回
主菜、副菜、汁物、デザートなどの調理を
学んでいただいています。
●事前試作や調理後の会食も楽しみながら
５名のメンバーで運営しております。
■

民間交番の運営支援

●安心して安全に暮らせる地域社会を目指す
民間交番で、道案内や、防犯関連の仕事を
担っています。
●人のお役に立ちたいとの想いで選び、体を
自然に動かすので体調も良く快適な日々を
過ごしています。
■

リサイクル家具などの販売

●リサイクルショップまちエコでは、町田市が
回収した粗大ごみを再生販売しており、地球
環境を大切に！との提案に多くのお客様が
賛同され、購入頂いており、感謝の日々です。
●次世代の子供に「ものを大切に、いつまでも
使うこと」を伝えるのも私達の仕事と思います。
■

銀のハンドメイド

●各自の経験や得意な技術で洋裁品や編み
物、アクセサリーなどを創り、各地のイベ
ント会場などで紹介をしています。また毎
月２回 企画検討・技術交流をしています。
●今は「銀のハンドメイド」ですが、常に「金」
を目指し、向上心を大切にしています。
■

事務所ビル清掃

●毎週２回、バスで仕事に向かうとのリズム
や緊張感、また清潔な作業着と三角巾で心
を引き締めて作業を始めるとの気持ちが何
より健康に一番です。短歌や古文書解読を
楽しみ観劇会の仕事もありますが、この
仕事は体を動かす大切な時間です。

銀齢だより

新型コロナ禍で見合わせております地
域連絡会ですが、十分な感染対策（「密閉」
「密集」「密接」の回避）のうえ、手洗いやマスク着用を条件として感染
状況をみながら再開を検討します。
地域連絡会に先立ち、班長の意識合わせのため各地区にて地区担当員
を交え班長・副班長会議が開催されています。未実施の地区におかれま
しては状況をみてご検討ください。

地域班長の声

忙中閑あり

70歳になって、再雇用先から
解放された私には楽隠居の生活
が待っているはずであった。し
かし、いざその身になってみる
と実に退屈な毎日が待っていた
のである。そこで、ハローワー
クに顔を出して、いくつかの職を紹介して頂いたが、
いずれも歳の壁があり採用に至らない日々が続いてい
た。そうこうしているうちにやっと巡り着いたのが、
シルバー人材センターなのであった。
登録すると間もなく仕事の話しがあり、ありがたく
お受けしたが、なんとそれには地域班長を引き受ける
という「おまけ」が付いていたのである。
最初は戸惑いながら、しかし好奇心の塊のような私
の性格と、センターのご支援もあって地域班活動も軌
道に乗ってきたのであった。
以来８年間、班長を務めさせて頂いているが、正直
なところ未だ班全体を掌握しているとは言い難い。極
端な話、班員の中には顔を合わせたことのない人、ど
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金森・金森東・高ヶ坂班長会議

根岸・忠生班

永瀬 祥一 さん

のような仕事に就いているか分からない人もいるので
ある。逆に言えば、班員の中にはだれが班長なのか解
らないという人もいるということである。
私見ではあるが、センターとしても班の育成という
ことにもう少し力を入れて欲しいと思う。例えば、地
域連絡会の開催は地域班長連絡会とし、その代わり班
単位の集会に若干の補助金を支給するなどして班の育
成をして欲しいのである。
言うまでもないが、シルバー会員は老人会のような
親睦団体ではない。仕事を通じて自分自身の遣り甲斐
を見つける場であると思う。
従って、班の集まりも会員同士が情報を交換し合っ
て、同じ年代の人がどんな仕事に就き、どんな考えを
もって日々生活しているか、そんなことが解る集会で
あれば有意義ではなかろうか。実のところ、我々の周
囲にはそんな場はめったにないのである。
ともあれ、人間日々忙しい位が丁度よい。「忙中閑
あり」忙しい中で得た休日こそが万金に値する。これ
こそが「楽隠居」というものであろう。

ちょっといい話

樹木案内板
町田市の町田中央公園と日向山公園藤の台球場に行か
れた方は、外周の樹木の何本かに巣箱のような不思議な
箱が掛けられているのを目にしたことはありませんか？
この箱は町田市指定管理者まちだ ATK スポーツパート
ナーズの㈱協栄様からご支援をいただき、藤の台球場管
理室の森田さんを中心とした藤の台球場管理事務所のメ
ンバーが造った「樹木案内板」なのです。
案内板の取っ手を引っ張って開けると「樹木にまつわ
るいろいろな話」が綴じられていて読んでゆくと「ホー
こんなことがあったのか？～知らなかった！勉強になっ
た」など思うかもしれません。
スポーツや散歩でそれぞれの場所に行かれる方は、ぜ
ひ樹木案内板の扉を開け木々にまつわる深～い話に触れ
てみてください。
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専 門 委 員 会 活 動
総務委員会
◎出張入会説明会を開催
令和２年度に入り８月26日（水）鶴川地区と、９月
16日（水）南地区の２カ所にて出張入会説明会を開催
いたしました。
新型コロナウイルス感染予防対策施行期間中であり、
大勢の参加は期待出来ないと思っておりましたが、鶴川
地区では25名、南地区では14名の参加を得まして盛況裏
に開催が出来ました。今回、特によかったこととしては、
１. 会員による就業経験談のお話をしたこと。

２. ホール中央に椅子を大きな円形に並べて入会ま
での手続きや当該センターに対する質疑応答を会
話形式で行い、親しみやすさと、入会後の不安の
払拭を図ったこと。
３．参加者が当入会説明会後、短時間で会員とし
ての資格取得が出来るように事務作業を急いで
実施したこと。
これらが功を奏して大勢の会員を創出することが出
来ました。ご協力頂いた皆様に感謝いたします。

広報活動委員会
◎当センター総合カタログが22施設に常設
入会促進と就業拡大のためこれまで常設いただいた
市民センターやコミュニケーションセンターに加え、
他の市の施設への常設を働きかけました。結果、既存
の９カ所に新たに13カ箇所を加えた22カ所に常設でき
ました。新規としては中央図書館他、市内全域の図書
館や高齢者支援センター（現在は南地区のみ。今後全
域に拡大を働きかける）も含まれ、これから新たな広
がりが期待されます。
◎ホームページのスライド写真にてPR
９月からホームページのトップ画面にて、これまで
のスライドに変えてボランティア活動支援のため活動
の様子をスライド写真で公開しました。最初に目に触
れる所なので効果が期待されます。10月からはコロナ

禍の影響で販売できなくなった「銀のハンドメイド」に
よる小物製品のPRを行っています。

安全管理委員会
◎事故が多発しています
本年度上半期の事故状況をご報告いたします。
傷害：10件（転倒・転落５件、蜂刺され２件、虫による
かぶれ１件、チエンソーによるケガ１件、
めまい・熱中症１件）
賠責：６件（植木班３件、屋内清掃１件、家事援助
１件、公園除草１件）
事故事例の詳細はホームページ上の「会員のページ」
で参照できます。
◎お願い
＊身 体 能 力（体 力、注 意 力、記 憶 力、疲 労 の 回 復 力
等々）の低下を意識した危険予知行動を！

＊機械・器具（刈払い機、チエンソー等）の安全使用基
準の遵守を！
◎これから寒冷期、警戒怠りなく
この冬は、寒気が厳しいとの予測があるようです。
1 道路、現場の結露・凍結に起因するスリップ事故
に警戒要（歩行中、自転車、バイク）
。冬場の自転車
は特に危険です。ヘルメットを着用して「いのち」を
守って下さい。
2 寒さ・運動不足による、体の柔軟性不足が転倒転
落に繋がります。
作業前の簡単な柔軟体操で体をほぐしましょう。
“事故なしで、体も心もいきいきと”

ボランティア委員会
◎文房具類の寄贈先変更について
日頃からボランティア活動にご理解いた
だきありがとうございます。
これまで「未来を担う子ども達へ」とい
うことで、会員の皆さまから不要になった
文房具類の寄付を受け、市内の大学経由で
海外の子ども達へ寄贈してきました。
しかしながら、市内でも必要としている
子ども達がいることがわかりました。町田
市子ども家庭支援センター、社会福祉協議
会、市内社会福祉法人（子ども食堂などを

運営）と町田市シルバー人材センターとで
協議した結果、今後は寄付を受けた文房具
類をセンターでストックして、一定時期に
町田市社会福祉協議会から必要としている
市内の子ども達に活用していただこうとい
うことになりました。
この変更に伴い、以前より多くの文房具
類が必要になると思われます。会員の皆さ
まには、これまでにも増して、このボラン
ティア活動にご賛同とご協力をいただきま
すようお願いたします。

銀齢だより
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適正就業 ・ 事 業 推 進 委 員 会
●大型受注
コロナ禍、公園除草７月の就業実人員は283名、ゴミ袋、ゴミカレンダーの配布、班長、リーダー、
会員の皆さまのご協力で終了する事ができました。
コロナウイルス感染防止のため、非接触が重視され、また大変な猛暑のなかありがとうございました。

●スマイル to スマイル
皆さん、「スマイル to スマイル」をご存知ですか？デジタル化、少しでも紙のない社会にするため
よろしくお願いいたします。
登録にきてください。詳しくは「事務局まで」
！！

●就業相談
開催日 毎月第２、第４木曜日
場 所 シルバー人材センター ２階 第２相談室
時 間 午後１時30分～午後４時
お仕事をやっていない方、現在就業中だがもう少し働きたい、ダブルワークもできます。
是非相談にきてください。お待ちしております。

持続化給付金と雇用調整助成金についてご存知ですか
１．持続化給付金
2020年１～ 12月の売上高が前年同月に比べ50％＜減った月が１カ月以上あった場合、個人
事業主には最大100万円支給する。①当初支給対象は「事業収入で、企業と雇用契約を結ばず、
個人事業主として仕事をする、請負・委任は業務委託契約を結ぶ型を取る為、対象外だったが、
②補正予算成立後、フリーランスや個人事業主は収入が「雑所得」や「給与所得」でも業務委託契
約書や源泉徴収票」によって本業収入であることが証明出来れば支給されることとなり、③2020年
６月29日から請負・委任も配分金収入を「雑所得」として確定申告しているので対象となった。
④但し、この収入は「主たる収入」であることを要し、確定申告様式第一表の「不動産収入」、
「利子」
、
「配当」
、
「給与」
、
「公的年金」よりも「雑その他」の額の方が高額であることが要件である。

２．雇用調整助成金
従業員を解雇せずに、休業手当を支払う事業者に支給するもので、雇用保険に加入していない、
短時間で働くアルバイトなどにも範囲を広げたが、事業者の指揮命令下にあることが前提なので
請負・委任は対象外

編
集
後
記

「WITHコロナ」の新時代に生きる
１月に発生した新型コロナウイルス
「COVIT19」
、10月中には国内感染者数が９万人
を超えました。当初は感染力や特性に関する
情報がなく、只々感染者増加数に危惧する毎日で
した。最近では徐々に解明され「３密」回避や
マスク着用、帰宅時の手洗い・消毒等の予防で、
ある程度は防止できることも判ってきました。
しかし根絶までは難しく「WITHコロナ」での

新しい生活様式が定着しつつあります。当セン
タ ー は 設 立40年の節目を迎えました。この様
な事態をだれも想像できなかったと思います。
何も気にすることなく大声を出し、狭い居酒屋
で仲間と飲み唄った、つ い こ の 前 が 懐 か し く
思 い 出 さ れ ま す。「WITHコロナ」時代の飲み
会、スタイルは少し違っても、来年は皆で乾杯
しましょう。
広報委員会 A記
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就 業 現 場 を 訪 ね て

鈴木健夫さ
ん／大寺和
美さん

西友 町田店の食料品および生鮮食料品の二つのフロアで、床の清掃を担当されている大寺 和美さんに仕事内容
などについてお聞きしました。井川 勝美さん、鈴木 健夫さんと３人でチームを組み、日々、二人体制で、午前８時
から11時まで、西友のスタッフと連携しながら、明るく、清潔な食品フロアを目指し、作業をしています。
この仕事を選ばれた理由を教えてください
民間企業で総務部門を担当していましたが、定年後は「その日で、完結する仕事が良い」と思い、色々探しま
したが見つからず、シルバー人材センターから紹介をいただいた、この仕事に決めました。私も買物をし
ている、明るくて、商品をしっかり選べる、買いやすい店だったので、良いと思ったからです。

この仕事を選んで、良かったことは何でしょうか
「商品を、おいしそうと感じていただける、清潔で明るい、店づくりをしよう」との西友さんの方針を知り
綺麗に維持されているフロアを、微力ながら更に良いフロアにしてゆこうと、力づけられていることです。
なによりも良かったのは《Happy to help》と書いたベストを着用し、精算レジスター付近や、フロアに居ら
れる、西友のスタッフの皆さんと力を合わせ、仕事をしていることです。

現在の仕事をされて感じていることを、教えてください
毎回、完結する仕事で暮らしに気持ち良いリズムができています。又、お客様や近所の方から「明るく気持ち
が良い」との、お言葉もありますが、微力ながら、これからも、責任を持って努力してまいります。

町田市民ホール 催し物
―多摩クラフト協会作家と町田市立博物館が贈る―

日々の生活の中で使って味わう上質の器や
服 飾、家 具、ジ ュ エ リ ー な ど、多 摩 地 区 で
活躍する工芸美術作家の作品約150点を展示
します。来て、見て、その魅力をお楽しみく
ださい。

12 月18 日㈮～ 12 月20 日㈰
入場無料

9:00～18:00
町田市民ホール4階ギャラリー

主催・お問い合わせ：町田市立博物館 TEL 042-726-1531
共催：
（一財）町田市文化・国際交流財団

