
自主・自立だけが大きすぎたときの問題点 

① 自分勝手に動く 

② 自分の考えに固執する 

③ 自分の技術を他人に教えない 

④ 仕事の品質にバラツキが出る 

共働・共助だけが大きすぎたときの問題点 

① 他人の力をあてにする 

② 自分の責任から逃げる 

③ 自分の頭で考えない 

④ 面倒な仕事を他人に押し付ける 

シルバーの理念では、「全て自分の責任」と

言いながら、「助け合いながら」ということも

言っています。まるで正反対のようです。  

しかし、安全就業のためには、この理念の

両方をバランスよく達成していくことが大

変重要なのです。 

シルバー会員として

「自主・自立」の理念 

「共働・共助」の理念 

育てることです。 

 自分の責任を果たし、助け合って、安全に

就業しましょう。
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シルバー人材センターの理念と安全就業について 

安全管理委員会の報告によりますと、本年 1 月末の段階で当センターの事故件数が既に

14 件（昨年は年間で 12 件）と、年間件数で開設以来最多の件数に迫る異常事態になってい

ます。事故が発生する主な原因としては、

① 理念への誤解 ②就業環境の変化等の外部要因 ③体力・気力の減退等

以上のことが考えられます。 

今回は、①理念への誤解から生じる事故発生のメカニズムと安全就業について、

さらに深掘りしてみました。

「自主・自立」と「共働・共助」 

1.自主・自立とは 

一人ひとりが独立した事業者

就業については

・他人のせいにしない 

・他人に迷惑をかけない 

・全て自分の判断で行うこと 

全て自分の責任

となります。 

2.共働・共助とは

公平に仕事を分け合い 

助け合いながら 

となります。 

理念への誤解から発生する問題点 

安全就業のために 

全員が 両方を



★平成 31 年度に予定されているすべての 

希望職種交代要員募集計画を掲載します。 

★申込み期限は交代月の２か月前の月末です。

役員面接と就業前研修(無給)があります。 

交代月 グループ 募集人員 主な就業時間 

元年5月 

（新元号）

第四文化センター 男 1名 16：30～22：30 

総合体育館  男 1 名  8：30～22：00 

中央文化センター 女 1名  8：30～17：30 

元年6月 ふれんど平尾 男 1 名 12：30～21：30 

元年9月 
総合体育館  男 1 名  8：30～22：00 

中央文化センター 男 1名 16：30～22：30 

2年1月 総合体育館  男 1 名  8：30～22：00 

※すべて交代制の仕事です。 

※応募は、事務局備え付けの「仕事概要票」で

仕事の内容、就業時間帯等を確認し、事務局

に申し込んでください。 

（ホームページに情報掲載） 

※該当する「仕事概要票」は３月から当センタ

ーのホームページ（ＨＰ）「会員専用ページ」

の「会員へのお知らせ」欄内の「希望職種交

代要員募集案内」で閲覧できます。 

※「会員専用ページ」を閲覧するためのＩＤ、

パスワードは下記のとおりです。 

  ◉ＩＤ： 

    ◉パスワード： 

下記就業グループでの就業を希望する会員

を募集しています。希望者は事務局まで申し込

んでください。 

● 襖・障子・網戸グループ（研修あり） 

● 梨の花粉つけ

（チラシ参照） 

● 環境美化グループ （公園清掃作業） 

稲城市の管理する

公園で活動する会員 

（若葉台公園付近） 

●事業実績（４月～H31.1 月累計） 

 ・受託件数    2,305 件  

 ・契約金額    230,287 千円 

   （前年同月比 約 2.8％減） 

・就業実人員 550 人(1 月就業率 90.9%) 

●平成31年 1月末現在会員数 

会員数 605 人 平均年齢 74.4 歳 

男  403 人   〃   75.0 歳 

女    202 人   〃  73.2 歳 

（平成 30 年４月１日対比 28人増） 

●平成31年度事業計画・予算編成について 

・各発注元と契約の継続及び受注規模拡大に

向けて精力的に協議を進めています。 

・派遣事業の受注拡大に向けて一層のお客様

の開拓、会員の拡大、体制の整備等を進め

ます。 

・31 年度事業計画及び予算は、２月の理事会

において正式に決定しました。

事故の種類 30 年度 29 年度 増減 

傷 害 事 故 4件 3件 1件 

賠 償 事 故 4件 4件 0件 

自動車事故 6件 5件 1件 

合 計 14件 12件 2件 

✽平成 31 年 1 月末現在 

新規会員募集中!!
お知り合いに声掛けをお願いします 

会員募集パンフレットは事務局、各文化セン

ター、中央図書館等に置いています

＜３月の入会説明会＞ 

３月１３日(火) 13:30～15:30予約不要 

地域振興プラザ３階 会議室 

就業希望者募集のご案内 

会費の納入と退会について

●平成 31 年度の「年会費と保険料」は、 

31 年４月１日に在籍している会員に支払

い義務があります(４月末自動引落) 

●今年度中に退会を希望する会員は、 

事務局にある退会届を必ず３月末までに

提出してください。届出が４月になると

口座引き落としが実行されます 

希望職種交代要員募集 

(2)                                                                 シルバーいなぎ 第75号 

就業途上・就業中の事故を減らそう 

平成 31 年の社員総会は６月 21 日(金)中央公民館で開催予定です 



当センターでは毎年、年度末に前年 1 月か

ら 12 月までに一度も就業しなかった会員に

対してアンケート調査を実施しております。 

○アンケート対象者 

平成 30 年 1 月~12 月末の未就業会員 

○調査内容 

 ①仕事をしなかった理由 

 ②どのような仕事をしたいか 

 ③出来そうな職種 

 ④受講してみたい財団の技能研修 

 前回お知らせの写真コンテストの受付が始

まります。期間は 3 月 1 日から 3 月 28 日で

す。応募写真は、プリントしてお出しくださ

い。大きさは L 判から A4 判までです。 

詳しいことは、別紙をご覧ください。 

 スマホで撮った写真をプリント

するには下記の方法があります。 

①自宅のプリンターで写真印刷 

・自宅のプリンターの取り扱い説明書を確

認してください。 

②コンビニでのプリントサービス 

 ・店頭の機器を案内に沿って操作します。 

・すぐに印刷、その場で受け取れます。 

・ほとんどが 24 時間対応です。 

③家電量販店等のセルフプリント機 

 ・設置の機器をスマホに接続するか、アプ

リをダウンロードして、案内に沿って操

作します。 

・すぐに印刷、その場で受け取れます。 

④ネットプリントサービス 

・アプリを使って自宅から注文します。 

・写真プリントは郵送で届きます。 

＊ 機種によって使用方法が異なりますが、 

お店の方に相談すれば教えて頂けるでし

ょう。スーパー等にもプリント機が置いて

あります。 

平成 30 年 11 月に実施した市広報配付業務の

調査結果をお知らせします。 

対象会員598名中140名の回答でした。(23％) 

①やりたい：38 名 

②様子を見たい：45 名 

③やりたくない：46 名 

④できない：11 名 

・このアンケートでは、配付業務を希望する

人数が少ない結果となりました。 

健康上の理由

33%

センター以

外の仕事に

ついている

9%

時間の都合

がつかない

8%

自分に

合った

仕事が

ない

50%

仕事をしなかった理由

(3)                                  シルバーいなぎ 第75号 

シルバーでの活動を写真に残しましょう 

未就業会員アンケート調査 写真コンテストの応募受付 

昨年度の未就業会員は、 

45 名(男 27・女 18)でした。 

(1)未就業の理由として一番多いのは、自

分に合った仕事がないということでした。

(2)出来そうな職種として、公園清掃・衣

服リフォーム・花粉付け・派遣などの回答

がありました。 

(3)研修を受けてみたいものとして、ハウ

スクリーニングや家事援助との回答があり

ました。 

(4)センターでは、常に就業開拓を進め、

受注拡大に努めています。 

プリントの方法 

配付業務アンケートの結果報告 

昨年度の調査結果 



 東京都シルバー人材センター連合本部（東

京しごと財団）では、毎年「安全標語」を募

集しています。 

当シルバーでも昨年から募集していまし

た。５８点の応募作品があり、安全管理委員

会の審査の結果、次の作品が推薦作品として

選ばれました。 

テーマ１ 

「作業方法・手順の確認とルールの順守徹底」 

① 事故ゼロで おわる作業に 笑顔の和                  

細田 時代 

② 決められた 手順やルールを 大切に                 

羽鳥 勝 

③ よしいいか 声掛け合って 手順を確認

岡本 明久  

テーマ２ 

「健康管理について(熱中症含む)」 

① 健康は 毎日万歩の 積み重ね 

羽鳥 勝 

② 体調管理のポイントは  

しっかり睡眠 こまめに水分 

細田 時代 

③ 健康で 生涯現役  

今日も元気で さあ仕事               

矢澤 リウ子 

 ２月１日(金)に６年会員理念再研修が実施

されました。 

安全管理委員会から

の安全就業の話と、健康

についての講演があり

ました。 

テーマは「元気な毛細血管が長寿の秘訣」

稲城市地域包括支援センターこうようだい 

保健師・正看護師 別府 里央氏と、保健師･

認知症支援コーディネーター 大畑 美知江氏

のお二人の講師が、わかりやすくお話しくだ

さいました。 

12 月 19 日(水)、冬の市内一斉防犯パトロ

ールが実施さ

れました。 

寒 さ が 厳 し

い年末ですが、

この日は比較

的穏やかでし

た。 

多数のシルバー会員が参加し、各集合場所

を中心にパトロールをしました。 

次は７月 17 日(水)の予定です。今回行け

なかった方もぜひ、ご参加ください。 

例年、4 月の第 1 日曜日

に多摩川清掃が実施され

ます。今年は、4 月 7 日の

予定です。春の多摩川でシ

ルバーの力を発揮しまし

ょう。詳しいことは、別紙の案内をご覧くだ

さい。 

また、3月 3日には三沢川清掃もあります。 

まだ、寒い頃ですので、無理のない範囲でご

参加ください。 

新聞広告を見ての簡単な電話予約で、私た

ち老夫婦と娘夫婦と孫でゆったりと２泊の旅

行に出かけてきました。 

大きなレジャー施設を売りにした温泉付

きのホテルは、朝夕バイキング付きで１泊ひ

とり１万円ちょい程度。ホテルも安くなった

ものですね。 

しかも私たちは立川駅から、娘夫婦は横浜

駅から、それぞれホテルまで直通の無料で予

約制の大型高速バスで送迎してもらい、ホテ

ルで待ち合わせました。至れり尽くせりです。 

いい時代になりました。シルバーの仕事で

得た収入が有効に活用できました。また旅行

できるよう、自主・自立、共働・共助の精神

をもって、今日もまた皆さんとともに仕事を

楽しみたいと思っています。（Aｋ） 

（4） シルバーいなぎ 第 75 号 

6 年会員理念再研修

編 集 後 記

市内一斉防犯パトロール実施

安全標語応募結果

三沢川・多摩川清掃ボランティア  

春の息吹の中で 気分をリフレッシュしましょう 


