
入会のしおり入会のしおり
～できることが、地域の誰かの助けになる～

公益社団法人 
大野城市シルバー人材センター



シルバー人材センターとは
「自主、自立・共働、共助」の理念に基づいて運営されている団体です。

「自主、自立」… 組織の運営、仕事の開拓、受注等の事業運営など、自分たちで課題や問題
 の解決にあたり、総会、理事会、地域班、職群班などの組織活動を通して
 自主的、主体的な活動を展開していきます。
「共働、共助」… 会員はお互いに力を合わせ、助け合いながら仲良く働くという共働、共助
 の理念で就業します。

次のような思いをお持ちの方…

○体力にはまだまだ自信がある。生涯現役で頑張りたい。
○時間に余裕がある。自分らしく生き生きと活動したい。
○何か始めたいが、具体的に決まらない。就労？　ボランティア？　仲間づくり？

シルバー人材センターで
生きがいをもって地域の
活動に参加してみませんか

▼

会員として就業するメリット

①　就業を通じて、生きがい、社会参加ができる。
②　会員同士一緒に仕事をすることにより、仲間づくりができる。
③　能力に応じた就業により、健康の維持・増進が図られる。
④　就業により、配分金または賃金が得られる。
⑤　就業により、地域社会の活性化に貢献できる。

組 織 図

会　　員

会員互助会

地　域　班

事　務　局

理　事　長

地域毎に29班
※班長29名

総　　会

理　事　会

職　群　班

理事10名・監事２名

専 門 部 会

安全・適正就業推進委員会
会員の就業現場パトロールを実施し、朝礼時に安全
だよりを配布する等して事故を未然に防ぐための注
意喚起を行っています。また、発生した事故の原因
を分析し、再発防止のため、会員に対策を周知して
います。

総 務 部 会
センター事業の運営（総務、
財務及び組織）について検
討・実行する組織です

業 務 部 会
会員の拡充や就業機会の開
拓・提供等に関することを
検討・実行する組織です

普 及 啓 発 部 会
センター事業全般の広報計
画を作成し、イベントの企画・
立案や広報紙の編集・発行
を行う組織です

女 性 部 会
女性会員の加入促進や就業
機会の開拓及び提供に関す
ることを検討する組織であ
り、福祉・家事援助・育児サー
ビス事業研修の企画・立案
等も行います

子育て・福祉・
家事援助
サービス班
剪定班

除草班（北）
除草班（南）
草刈班

無料駐輪場班
錦町駐輪場班
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お仕事・活動紹介

除草作業

公園ゴミ
回収

駐輪場整理

子育て・
福祉・
家事援助
サービス

公園清掃

ボランティア
活動

駅前広場
清掃

トイレ清掃

公民館内
清掃

大工・左官

草刈り作業

剪定作業

会員の就業形態

請負・委任によるお仕事の場合請負・委任によるお仕事の場合
・ 会員は働いた仕事の量と質に応じて
『配分金』をセンターから受け取ります。
・ 会員は一人一人が個人事業主という立
場になるため、発注者ともセンターと
も雇用関係はありません。　

・ 雇用関係がないため、会員には労働法
規（労働基準法、労災等）の適用はあ
りません。社会保険に入ることもあり
ません。

・ 福岡県シルバー人材センター連合会
が労働者派遣法上の派遣元となり、
就業先に会員を派遣することにより、
就業の機会を提供します。

・ シルバー派遣は法律により港湾運送
業務、建設業務、警備業務、病院等
における医療関係の業務には派遣で
きません。

請負業務と派遣業務はどう違うのですか？
下記の比較表をご覧ください。

なし
受けない

シルバー保険
配分金(雑所得)

雇用関係の有無
発注者の指揮命令
事故時に適用される保険
会員に対する報酬

派遣事業項　　目 請負業務

あり
受ける

労働者災害補償保険
賃金（給与所得）

臨時的・短期的な就業（概ね月10日程度以内）または
軽易な業務（1週間当たり概ね20時間を超えない就業）仕事の期間・内容

派遣事業によるお仕事の場合派遣事業によるお仕事の場合

シルバー人材センター

❶請負契約

❺配分金支払 ❸業務の遂行
  （仕事の完成）

❷請負契約

指揮命令　×
発注者は会員に
指揮命令できません

❹料金支払い

○発注者、シルバー人材センター、会員の関係

会員

発注者（企業、家庭、官公庁など）

シルバー人材センター
（派遣元事業主）

❶派遣契約

❺賃金支払 ❸労働

❷雇用契約 ❸指揮命令

❹料金支払い

○発注者、シルバー人材センター、会員の関係

会員（派遣労働者）

発注者（企業、家庭、官公庁など）
（派遣先事業主）
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安全就業について

傷害保険・損害保険（シルバー保険）

　安全は全てに優先します。就業中はもちろん、就業途上も事故には充分気を付けて
ください。
　センターも安全就業対策を重点課題として、会員と共に事故防止に取り組んでいま
すが、事故は毎年発生しています。「自分の身は自分で守る」という心構えが最も大切
です。

　就業中或いは就業途上に事故に遭いケガをしたときは、直ちに医師の治療を受けて
ください。（各自の健康保険証を使用していただきます。）そして出来るだけ早くセン
ターへ連絡してください。
　センターでは万一に備えて傷害保険、及び賠償責任保険に加入しています。事故報
告に基づき、保険給付の手続きを行います。

◇　入院、通院をした日付を記録し、診察券や領収書を保管しておいてください。
◇　交通事故の場合、どんなささいな事故でも必ず警察の現場検証を受けてください。
　　決してその場で示談をしないようにしてください。
◇　就業中に万一他人にケガをさせたときは、すぐに救急車を呼ぶ等の措置をし、被
　　害者の救済を最優先させてください。その上で出来るだけ早くセンターに連絡し
　　てください。

傷害保険の内容　―　会員本人が身体に傷害を受けた場合　―

９０日を限度
１８０日を限度

通　　院
入　　院
死　　亡

給　付　金 備　　　考
１日につき２，０００円
１日につき３，０００円

９００万円

安全大会 安全パトロール

入会から配分金（報酬）支払いまでの流れ

　シルバー人材センターへの入会動機は人それぞれです。当初はやりたいことが明確
でなかった方が、実際にお仕事を始めてから自分の長所を発見し、新しい夢や目標を
見つけるということも少なくありません。
　「自分にはこれしかできない。」と決めつけず、まずはチャレンジしてみてください。
未経験の分野でも輝けるよう、様々な研修会を準備しています。

配分金は、翌月15日に福岡銀行口座へ振込いたします。振込みの内訳については、配分金支払明細
書を準備していますので翌月15日以降にセンターへお越しください。
※ 15日が土日祝日の場合は、直前の平日が支払日です。
※ 1月と5月の支払日は20日となります。

入会後は丁寧なフォローで就業をサポートします！

接遇研修会 草刈り研修会

調理実習 子育て・福祉・家事援助基礎研修会

清掃講習会

女性のつどい

入　会 仕事の
紹　介 打合せ 就　業

開　始
就業
報告書
提出

配分金
支払い

☆入会資格を確認　①大野城市にお住まいの方　②原則60歳以上の方
☆入会手続きに必要なもの　①入会申込書　②就業承諾書　③顔写真
④通帳（福岡銀行ご本人様名義のもの）　⑤年会費1,200円（年度更新）
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ホームページは右のQRコードから▶
https://www.sjc.ne.jp/oonojyoshi/

公益社団法人 
大野城市シルバー人材センター

よくある質問

他にも仕事をしているのですが、掛け持ちすることは可能ですか？他にも仕事をしているのですが、掛け持ちすることは可能ですか？
はい、可能です。空いている時間に、就業可能な仕事があればご紹介いたします。
まずは事務局にご相談ください。

配分金を得ると年金はカットされますか？また、税金はかかりますか？配分金を得ると年金はカットされますか？また、税金はかかりますか？
配分金は賃金ではないので、就業によって年金がカットされることはありません。
また、配分金は所得税法上の「雑所得」とみなされ、その額が一定額を超えた場
合には、課税対象となり確定申告が必要となります。

会員になれば必ず仕事につけますか？会員になれば必ず仕事につけますか？
センターは会員に就業や収入を保証する団体ではありません。センターが民間事
業所、一般家庭、官公庁等から仕事を受注した時に、会員に仕事の提供を行います。

月々の収入はどれくらいになりますか？月々の収入はどれくらいになりますか？
就業の内容や頻度により様々であり、一概にお答えできません。また、シルバー
人材センターでの就業は、生きがいづくり等を目的とした就業であり、安定的な
収入を保証するものではありません。


