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◆仕事の紹介に関するアンケート結果について◆

私たちの仲間を増やしましょう

本年3月に実施した会員の皆さんへのアンケー
トの主要項目について、
以下のような結果とな
(発送数2,250、
回答数1,487、
回収率66.1％)
りました。
１．
アンケート結果(単位：％)
●就業中会員の満足度
・大変満足⇨37.7、
普通⇨54.7、
不満足⇨7.6
・不満足の主な理由…就業を増やしたい⇨35.2
配分金が少ない⇨17.6、
仕事がきつい⇨15.4
●未就業の理由
（主なもの）
・仕事の紹介がない⇨24.4、
希望する仕事がな
い⇨24.0、
センター以外で就業⇨14.0
●センターからの仕事紹介への対応
・就業した⇨88.2、
断った⇨4.4、
紹介を受けた
ことがない⇨7.4
・断った主な理由…条件が不一致⇨43.0、体
力が不足⇨15.9、
他で就業中⇨14.0、
自己都合⇨
13.1
●仕事の紹介への希望
・紹介を受けたい⇨79.9、
必要ない⇨20.1
・希望する主な就業形態…継続かつ短時間⇨
27.9、経験・能力を活かす⇨19.2、
体の負担
が少ない⇨18.0、
単発または短期間⇨17.7
・主な希望職種…施設管理⇨17.0、
清掃⇨7.6、
家事援助⇨6.2、
軽作業⇨6.2、
事務⇨5.4、
パソコン⇨5.4
●毎月送付の
「お仕事のご案内」
について
・関心がある⇨76.8、
関心がない⇨23.2
・対応…応募したことがない⇨58.4、
応募し就
業した⇨34.1、
応募したが就業できなかった
⇨ 7.5
●広報紙の配布への関心
・やりたくない⇨57.6、
依頼あればやってもよ
い⇨33.7、
やりたい⇨8.7
２．
今後の対応について
当センターは、
会員に皆さんの就業機会を拡大
し、
就業率向上をめざしています。
会員の皆さん
には、
まずは事務局や地区地域からの照会や、
毎
月のお仕事の案内に関心を持ってください。
さら
に、
職種や条件、
就業形態などについてのご希望
や質問などは就業相談の機会をもっと活用して
ください。
事務局では今後も会員の皆さんとのコ
ミュニケーションを深め、
就業のお手伝いに鋭意
努力を続けてまいります。

本年4月から9月までの会員数の動向をみると、
入会者数175人に対し退会者数は144人にとど
まり、3月末に比べ31人増加しました。年間の増
加目標は62人ですので、達成率50％となりす。
下期には入会案内チラシの配布や会員の皆さん
による紹介キャンペーンを企画しています。一
人でも多くの方々に入会いただき、年度末目標
2,300人の達成に向けて、皆さんの一層のご協力
（総務委員会）
をお願いします。

「適正就業基準」の勘どころ 〈1〉

■就業時間と就業日数の目安は？
シルバー人材センターでは、就業意欲のある会
員の皆さんに、衡平に仕事が行き渡るように、1
日7時間、1週間20時間、１カ月70時間、1ヵ月10
日以内という適正就業基準を設けています。そ
こで、長期間・長時間就業にならないように、交
替していただける会員の皆さんを常に探してい
ますが、なかには引き受け手の確保に苦労する
職種があります。
「 今までやったことがない」
「ちょっと苦手かも」といった仕事にも是非チャ
レンジしてみてください。新たな発見や、仲間が
できるかも知れません。年齢を重ねてからの新
たな経験は若い時と違った貴重なできごとです。
（適正就業委員会）

秋の２大イベント 同封チラシにご注目！

★『第14 回いきいきシルバーフェア』

子どもさんの遊びや餅つきなど、今年も
楽しい企画が盛りだくさんです。
日時：11 月 19 日 ( 土 )10:00〜15:00
場所：市役所前 六湛寺公園

★『秋の研修バスツアー』

参加申込みの受付が始まります。ご希望
の方はお早めに手続きをお願いします。
日程：11 月 30 日 ( 水 )
行先：淡路島・北淡方面
人事異動
9 月 30 日付退職
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局長補佐

平成28年度
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安全委員会からのお知らせ
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「兵庫県交通安全高齢者自転車大会」
に参加しました
9 月 29 日、神戸総合運動公園で開催され、安
全委員 4 名１チームが参加しました。西宮警察
署の協力で事前に練習を積み、交差点、信号、
停車自動車横の通過、踏み切り等での降車、乗
車の仕方や発進時の左右・後方確認動作等につ
いて、一人ひとりが実地テストを受けました。
県内各地から 17 チームが参加し、入賞には至
りませんでしたが、まずまずの結果であったと
感じています。改めて安全委員が率先してルー
ル遵守と啓発に努めます。来年は、一般会員の
皆さんにも是非参加していただきたいと思います。

開
催

市
﹁民
広憩
田
山い
荘の
﹂家

9月15日、恒例の観月会が開催されました。参
加者32人のうち市民18人と、市民参加の多い
会となりました。
「静ギター教室」のお二人の
ギター演奏と懐かしのメロディーの合唱で
始まり、美味しいお弁当をいただきながら、
昔のよもやま話に花が咲き、お酒も入って盛
り上がりました。最後に「西宮市いきいき体
操」グループから体操と健康のお話を聞かせ
ていただき、楽しいひと時でした。残念なが
らお月様は恥ずかしがってほんのり雲を照
らすだけでした。

( 安全委員会 )

地区活動だより
夙川
地区 女性会員の想い
10月1日、夙川地区第2回目の女性会員の集い
を、中条常務理事の出席の元、女性会員54名中
16名(内就業者15名、未就業者1名)が参加し、常
務との質疑応答形式で行いました。家事支援で
の配分金の違い、時間外就業や契約外の要求へ
の対応、独自事業へのセンターの対応、等の質問
があり、常務からは、請負契約と委任契約の違
い、支援内容による配分金の違い、時間外や契約
外の要求についてはセンターへ連絡、等の説明
がありました。特に家事支援については発注者
との人間関係の構築が最大のテーマであり、自
分の能力に甘えずスキルの向上を図り、シル
バーに頼んで良かったと思われるような仕事を
する心構えが必要との認識で一致しました。本
会の開催に当たり3名の女性副班長に尽力いた
（夙川地区リーダー）
だいたことに感謝する次第です。

！
満員御礼
包丁研ぎ講習会

9月13日、セン
ター駐車場で
開催したとこ
ろ、10名の定員
に対し23名も
申し込みいた
だき、うれしい
悲鳴です。今回
は、興味本意でなく仕事に従事することをめざす
会員の方を対象としており、技術を身に着けよう
という真剣さがひしひしと伝わってきました。た
だお客様に満足いただく技術に達するには、3回
程度受講いただく必要があり、まさに緒についた
ところです。包丁研ぎの会は今年4月に独自事業
として承認され、センターでの受注分と月2回の
塩瀬・山口地区での巡回で顧客も増えています。
今回の講習を契機に、市内中心部で1チームを作
（包丁研ぎの会代表）
りたいと考えています。

瓦木 地区懇親会を開催！
地区 和やかに楽しく
瓦木地区では9月27日に懇親会を開催しまし
た。今年の参加者は26名とやや少な目でした
が、女性は8名と増えました。就業、趣味、グルメ、
健康などの話題で、あっという間の3時間を和や
かに且つ楽しく過ごすことができました。3名の
理事も迎えセンターとの連携も強化。会員同士
の親睦と明日への英気を養うひとときとなりま
した。来年はもっと趣向を凝らし、多くの会員の
（瓦木地区リーダー）
参加をめざします。

センター無事故継続日数
就業中
10 日
就業途上他
86 日
平成 28 年 9 月 30 日現在
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