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Ⅰ．平成２２年度第２回通常総会報告 
  開催日時：平成２２年５月３１日（月） 
  会  場：守谷市役所  大会議室 
１．橋本副市長挨拶 
   本日は通常総会に大勢の皆様がはつらつとしたお顔で出席さ

れたことお喜び申し上げます。 
   今まで、日本の総人口は増え続けておりましたが、ここにきて、

減少に転じております。このことはかって経験したことがなかっ

たことです。 
労働人口が日本の経済力を支えてきましたが、このままの状態

が継続して行くと、おおよそ２５年後には、約２，１００万人の

労働人口の減少になり、日本の経済力はますますマイナスに転じ

て行きます。 
長年培ってきた経験、技能、能力を持っている６０～７０代はまだまだ仕事ができ、シ

ルバーの皆様が社会を支えて行くことになります。 
    守谷市は昨年約１，７００人の人口が増え、発展を続けております。 

守谷市における６０歳以上の人口は約８，５００人です。皆様方が元気に働いていただけ

れば労働人口が増えます。元気な守谷を継続するには、シルバーの方々が生きがいを持っ

て元気に活躍していただけることが何よりも大切です。皆様のご健勝を願って挨拶に代え

ます。 
 ２．中谷保健福祉部介護福祉課長挨拶 
    職員人事異動に伴い、このたび豊田前介護福祉課長の後任として

就任しました。よろしくお願いします。 
（介護福祉課はシルバー人材センターの所管課で指導と支援を頂い

ております） 

 
                           
 

                
               平成２２年７月２８日発行 

年間目標１．９億円  22 年 5 月迄の累計契約金額 25,826 千円 
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 ３．理事長挨拶 
    本日は、橋本副市長、中谷保健福祉部介護福祉課長のご臨席を

賜りありがとうございます。 
    事業運営のポイントである配分金、受取事務費、補助金につい

てお話します。 
   百年に一度の大不況を受けて、配分金は、はじめて前年度比マイ

ナスとなりました。 
   これを一つのバネにして、就業開拓営業活動にチャレンジして行きます。 
    平成２０年度から補助金６００万円の削減になりました。この６００万円を補てんする

ため、公共団体、民間企業にお願いして、事務費を５％からおおむね１０％へ値上げをし

て頂きました。一般家庭は福祉事業の観点から事務費５％を据え置きとしました。 
   この結果、平成２１年度の事務費は、補助金削減額に近い額が計上できました。 
    他の企業は厳しい状況に置かれているのにも拘わらず、就業開拓の努力なしにお客様に

転嫁してしまったことについては大いに反省をしています。 
    未だ、企業を取り巻く環境は不況を脱し切れてはおりませんが、シルバーの労働力に誇

りと自信を持って高い目標に今後も努力して行きます。会員の皆様におかれましても努力

して頂きたいと思います。 
    理事会においては、安全対策、就業開拓、企画提案型事業展開、新公益法人への移行、

指定管理者への応募等の準備に努力します。会員におかれましては、地域班活動、職群班

活動の更なる充実にご協力をお願いし、挨拶に代えさせて頂きます。 
 ４．会員出席状況報告 
    会員定数３５７（４月末）中、本日

の出席人数６１名、委任状１９７名計

２５８名定款第２１条並びに第２３

条による構成員の２分の１以上を満

たしておりますので、当総会は成立し

ました。 
 ５．議長選出  定款第２０条により議長

を選出し、賛成多数で第２班の佐伯俊郎会員が選出されました。 
 ６．議事録署名人の選出 定款第２４条の規定に基づき議事録署名人は第１班の仁丹修会員及

び第６班の田中文夫会員を指名し、承認されました。 
 ７．議 事 
   議案第１号平成２１年度事業報告について、 
   会員より、租税公課とは何か、受取補助金等とは何か、退職給付引当資産とは何かとの質

問があり、事務局及び高力経理担当理事から説明した。 
議案第２号平成２２年度収支予算書の補正について  
以上の２議案は賛成多数で承認されました。 

 ８．互助会議事 平成２１年度事業報告並びに平成２１年度収支決算報告について 
議案は賛成多数で承認されました。 
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Ⅱ．事業運営報告（平成２２年４月～２２年５月）  （平成２２年５月３１日現在） 

  

①　会員数

性別　　項目 　4月末会員数　5月入会者数 　5月退会者数 　5　月末会員数 前年度 比較

男性 274 3 2 275 272 3

女性 83 0 2 81 83 -2

計 357 3 4 356 355 1

②　事業実績

業種別 5　月実績 累計 前年同月実績 累計 比較 構成比
A B C D (B-D) (Bの構成比)

地方公共団体 4,309,310 8,235,422 4,344,410 8,105,875 129,547 31.9

民間企業 7,839,330 15,976,991 8,590,169 17,847,884 -1,870,893 61.9

一般家庭 1,065,303 1,489,640 1,628,597 2,286,266 -796,626 5.7

独自事業 37,200 124,620 27,900 51,150 73,470 0.5

計 13,251,143 25,826,673 14,591,076 28,291,175 -2,464,502 100.0

配分金収入 11,595,850 22,790,250 12,702,989 24,640,577 -1,850,327 88.2

材料費収入 598,021 939,244 729,759 1,088,866 -149,622 3.7

事務費収入 1,057,272 2,097,179 1,158,328 2,261,732 -164,553 8.1

計 13,251,143 25,826,673 14,591,076 27,991,175 -2,164,502 100.0

③　就業状況

　　5月 男 女 計

就業実人員 184 57 241

就業率(％) 66.9 70.4 67.7

期間 男 女 計

就業実人員 196 59 255

就業率(％) 71.3 72.8 71.6

④　新規就業 (4月～　5月末) ⑤契約解除就業先　(4月～　5月末)

新規就業先 作業内容 就業人員 就業先 作業内容 就業人員 契約解除月

なし なし

計 計

⑥新入会員紹介(敬称略)

4月計　　17  人

久世　　隆（久保ケ丘　第２班）　　　里見　勝利（けやき台　第８班）　　栗原　　勝（本町　第５班）

本間　壽子（百合ヶ丘　第６班）　　 原野　　豊（本町　第５班）　　 　　　鈴木　良夫（御所ケ丘　第２班）

鈴木　　潔（本町　第５班）　　　　 　清水　昭利（松ヶ丘　第３班）　　　　石橋　美智子（百合ヶ丘第９班）

大畑　正美（御所ケ丘　第２班）　　松村　国夫（松並　第６班）

５月計　　3  　人

忍田　春雄（本町　第５班）　　　　　松本　良三（本町　第５班）　　　  　中村　昭仁（御所ケ丘　第２班）

古賀　昭征(小山　第４班)　　　　　片岡　眞人(本町　第５班)　　　　 　　市川　公夫(松前台　第１班)

柿沼　茂（松前台　第１班）　　　 　 一ノ瀬　洵（みずき野　第４班）　　　浅野　重夫（けやき台　第８班）
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Ⅲ．安全対策委員会報告                       事業部会渡部会長 

１．平成２１年度通勤途上で起きた重篤事故分析 
                       （安全就業ニュース６月号より抜粋） 

 
今回は平成２１年度に全国で通勤途上に起きた重篤事故２９件を分析してみました。 

１）交通手段別の分析 

自転車１５件

５２％

バイク７件

２４％

自動車４件

１４％

徒歩３件

１０％

 
自転車、バイクでの事故が７６％となっています。加齢に伴う身体能力低下を自覚しましょう。 

 
２）途上別の分析 

往路１６件５５％ 復路１３件４５％

 
就業先へ急いでいるためか往路時に事故が多く発生しています。加齢とともに体力、判断力な

どが低下していることを十分に自覚しましょう。 
 
３）性別の分析 

男性２０件６９％ 女性９件３１％

 
男性の事故発生は自転車利用時またはバイク利用時で、内１８件が死亡事故となっています。 

 
４）事故発生場所の分析 

交差点１６件

５５％

一般道路１１件

３８％

道路外

２件７％

 
事故の場所は信号のあり、なし、にかかわらず交差点内が多いようです。 

 自宅周辺の道路の危険を予測する意識を持ちましょう。 
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 ５）年齢層別の分析 
 ６０～６４歳０件０％  ６５～７５歳２０件６９％  ７５歳以上９件３１％ 

６５～７５歳２０件

６９％

７５歳以上９件

３１％

 
６０歳～６４歳では幸いにして事故はありませんでした。 

 加齢とともに危険意識の欠如と自己の心身機能の低下に対する自覚の甘さや自己の能力に対

する過信と無頓着さ、などが指摘されています。 
 
２．健康診査受診の進め 
  守谷市主催の「特定健康診査（７４歳まで）」「長寿医療健康診査（７５歳以上）」が８月 
 ２６日～９月２４日に保健センター及び各公民館等で実施されます。会員の健康管理の促進、

病気の早期発見のために積極的に受診してください。 
詳細については「広報もりや」７／１０号をご覧ください。 

 
Ⅳ．地域班からのお知らせ                          大場理事 

１．前期地域班会議開催 
第６班班会議は６月３０日、第１班班会議は７月２日、第９班班会議は７月１２日 
第８班班会議７月１５日にそれぞれ開催され活発な意見交換をしました。 

２．平成２２年度地域名の変更及び副班長名の修正 
① 守谷駅周辺土地区画整理事業地区内の町名地番変更が平成２２年２月２７日に実施され 
たのに伴い、旧守谷甲は中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目の４区画に分 
割され、地域の町名が変更した。 

② １班の副班長名の修正（大槻会員→枇杷田会員） 
 

平成２２年度地域班班長、副班長一覧表（敬称略） 

氏　名 備考 氏　名 備考

1 松前台、薬師台、板戸井（一部） 成川　　正 枇杷田　重幸

2 御所ヶ丘、久保ヶ丘 小西　南一 一條　　明

3 松ヶ丘 酒井　　満 大野　孝夫

4 みずき野、美薗、小山、同地、赤法花 坂本　俊三

5 本町、中央三丁目 井上　しづい 関　　俊男

百合ヶ丘（一、二丁目）、松並

中央（一、二丁目）、ひがし野

7 大柏、板戸井、野木崎、大木 山中　　　孝 栗原　岩男

8 けやき台、高野、乙子 平山　　逸夫 染谷　吉昭

9 百合ヶ丘三丁目、中央四丁目、立沢 渡辺　　春吉 大塚　善久

班　長 副班長

6 今岡　　博 斉藤　勝男

班 地　域
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Ⅴ．専門部会報告                             
１．総務部会（高力、望田、有行、東、藤村、菅原） 

第１回職群班長・仕事班長会議が中谷介護福祉課長

出席の下、５月１７日（月）１３:３０～１５:３０ 
市役所大会議で開催されました。 
職群班長・副班長３名、仕事班長２８名、理事長、

副理事長、部会担当理事が出席、出席者の自己紹介

の形で活発な発言が相次ぎました。出席率、内容と

も６月以降の職群班活動の展開につながる会議で

ありました。 
第１回職群班長・仕事班長会議 

 
２．広報・調査部会（加瀬、曽根、大場、福永、一ノ瀬） 
  ホームページ製作会社よりホームページの試作品が提示された。内容をチェックし７月の

ホームページ開設を目指しています。 
 
３．事業部会（渡部、佐藤、牛河内、中川、一ノ瀬、碓井） 
①平成２２年度第 1 回安全対策委員会議が ５月 
  ２５日（火）センター会議室で開催されました。 
席上、平成２１年度就業中および就業途上の重  
篤事故の要因分析と再発防止策等について活発  
に意見が交わされました。 

②就業時の災害・事故発生等の緊急連絡先図を作 
 成して職群班・仕事班会議にて配布しました。 

  ③H２２年度安全就業活動方針に対する具体的施  
策とその日程を立案しました。 

④７月８日に開催される県シ連主催の「安全・適正就業推進大会」に安全対策委員等が出席

しました。 
 
Ⅵ．ホームページ開設に当って 
  守谷市シルバー人材センターのホームページは、７月に開設の運びとなりました。つきまし

ては下記事項について会員皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。 
１．就業中の一部写真公開について 

   ホームページを通じて守谷市民、企業、公共団体等に会員の皆様が長年培ってきた技能、

特技、技術等を分かりやすく紹介し、仕事の内容を宣伝して就業先の拡大に努めて行きた

いと思います。ホームページ上で、会員のみなさまの就業中の写真を公開しております。 
   ご了承ください。 
  
  

第 1 回安全対策会議開催 



 7

 
２．会員の広場オープン 

    会員の皆様、ホームページに自己表現してみませんか！ 
守谷市シルバー人材センターは７月にホームページを公開いたします。その中に自己表現

できるページ「会員の広場」を設けます。会員の方々で作り上げる自己表現の場です。奮

ってご参加してください。 
会員の広場の主な内容は 
☆会員の趣味紹介欄 
文芸発表（短歌、俳句、詩、川柳・・・etc）、写真、手芸等などです。 

☆会員の意見紹介欄 
スポーツ談義、旅行談義、ふるさと談義、野菜・草花栽培等などです。 

☆応募窓口は 
    広報・調査部会又は事務局へご連絡願います。 
 
Ⅶ．互助会だより                           曽根互助会会長 
   互助会では恒例の行事の一つである日帰り旅行会を去る６月２１日に行いました。 

今回、この紙面をお借りして、新年会会場、旅行先など、よりよい場所を会員の皆様からの

情報提供をお願いします。是非、ご連絡ください。 
  連絡先 曽根、 東 
　　第２３回守谷シルバー＇０４ゴルフコンペ

６月１５日　２１名が参加して第２３回ゴルフコ ６月２１日恒例の日帰り旅行は３１名の参加者で、高

ンペを開催しました。史上初望田女性選手が 萩　山の湯　温泉　にて入浴、昼食、カラオケ等で楽

見事なスコアで優勝しました。 しく過ごし、帰路には日立魚市場に立寄り、お土産等

２位野口選手、３位岩瀬選手でした。 を買い楽しい１日を過ごしました。

平成２２年日帰り旅行会

ましこロイヤルゴルフ倶楽部 高萩　山の湯　温泉

 
サークル活動は各グループ（グランドゴルフ、ゴルフ、囲碁・将棋・マージャン、カラオケ）

共、活発に活動し、新加入者を募集中です。ご参加ください。また、新しいサークルを２，

３グループ作りたいと考えていますので、是非ご提案下さい。 
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Ⅷ．職場からの報告                       友愛会副会長大場理事 

ジョイフル本田守谷店に就業し

ている会員の親睦団体（友愛会）

は、６月８日、９日のお客様の棚

卸休日を利用して、総勢２８名で

福島県会津芦ノ牧温泉へ旅行を

実施した。 
今年は、ジョイフル本田守谷店に

就業する会員により「職群班」が

誕生し、昨年以上に班員の結束、

親密さが増した。 
昼は見学、夜は宴会、カラオケで 

   大いに盛り上がりました。 
 
 
 
Ⅸ．表彰おめでとう 
  前高橋理事長は、役員在任中、センター基盤の確立、 
  事業の拡大に尽力し、シルバー人材センター事業の発 

展に貢献されたとして（社）茨城県シルバー人材セン 
ター連合会長から表彰状を授与されました。 

 
 
 
 
Ⅹ．事務局からのお知らせ 
 １．８月以降の配分金支払い日 

作 業 月 6 月～7 月 7 月～8 月 8 月～9 月 9 月～10 月 
支払い日 8 月 16 日 9 月 15 日 10 月 15 日 11 月 15 日 

 
(注)   上表で作業月が２ヶ月に亘っているのは、作業日報の締め日が、月のうち１０日締め、

１５日締め、２０日締め、２５日締め及び月末締めがあり、作業月が２ヶ月に亘ることによ

るものです。 
   従って、月末締めの会員については、支払い日が含まれる月の前の月が作業月（１ケ月）

ですが、他の会員については、作業月が 2 ケ月に亘ります。 
 
 
 
 
 

福島県会津芦ノ牧温泉旅行 
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２．ボランティア活動日 （午前 6 時 45 分から 30 分とします。） 

  場  所 日  程 日  程 日  程 
新守谷駅前 ８月 休み ９月 6 日(月) １０月 ５日（火） 
南守谷駅前   ８月 休み ９月２１日(火) １０月２０日（水） 

   
 新守谷駅前及び南守谷駅周辺環境美化ボランティア活動の会員の皆さん 

   
ボランティア活動は、ポイ捨て空き缶、空き瓶拾い、ゴミ、落ち葉掃除等駅周辺の環境美

化に取組んでいます。会員の皆さん奮って参加して下さい。 
 
３．作業日報提出のお願い 
① 就業先の当月作業が終わり次第事務局へ提出して下さい。ファクシミリ、メールでも結

構です。 FAX 48-8965    E-Mail  moriya-sc@tenor.ocn.ne.jp 
   締め日(当月就業の終りの日)が土・日・祝日の場合はセンターのポストに投函して下さい。 
  ② 提出に際しては、「就業先」、「会員名」及び「会員番号」を忘れずに記入して下さい。 
  ③ 配分金計算及び顧客先への請求書作成の基礎となるものです。正確に記入し、日数、

時間数など自主点検を十分行ってから提出して下さい。 
            
４．２２年度会費について 

  就業会員については、配分金（6 月 15 日支払い分）から差し引かせていただきました。 
  未就業の方でまだ納入していない方は、8 月 10 日までに事務局へ納入して下さい。 
 

5．当面の予定 
 訪問介護員（ホームヘルパー）2 級課程養成研修 
  日時 平成 22 年 7 月 13 日(火) ～11 月 25 日(木)  
  場所 保健センター他  

 


