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～いきいきと30年　地域に羽ばたく　シルバー神や～

謹んで新年のお祝いを申し上げます。

金男の皆さまにおかれましては、つつがなく新しい春をお迎えのこととお喜び申し上げます。

当シルバー人材センターは本年で設立30周年を迎えるとともに、旧神戸勤労為祉振興財団と事業統合し、

「（財）神戸いきいき勤労財団」の一部門として阜スタートしてから5年回となります。さらに本年は当財団が、より

公益性と社会からの信頼度が高まる「公益財団法人」へ移行する記念すべき年でもあります。

センターの事業実績を振り邁りますと全国的な景気低迷の影響を受け、平成19年度をピークに減少を続け

てまいりましたが、平成23年度につきましては何とか猪ち直しの兆しを見せつつあlはす。

これも金具の皆さまお一人ひとりが真撃にまた誠実に就業に東リ組まれ、発注者に高く評価されてきた賜物と

感謝を申し上げます。

今後とも、「自主・自立、英機・典助」の基本理息に基づき一層の自主的な東リ組みと、シルバー事業砿大

にむけたご協力、ご参轟をお願いいたします。

最後に金具の皆様におかれましても、本年が昇竜のような力強いまた実り多き年となりますことを

前金いたしまして新年のご挨拶とさせていただきます。

一澄∵・誤射誓
財団法人　神戸いきいき勤労財団

理事長　竹中　幸雄

平成23年11月11日（金）神戸マラソン「クリーンアップ作戦」

1月分 2月分 3月分　　　　　　 4月分 5月分

2月 1 5 日 （水） 3月 1 5 日 （木 ） 4月 1 6 日 （月 ）室5月 1 7 日 （木 ） 6月 1 5 日 （金 ）
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新年あけましておめでとうございます。本年も
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西部センターです
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〒653－0039
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よろしくお願いします。　～センター職員一同

西区センターです
（西区を担当）

第1駐車場A

ホ
中央広場

プレンティ専門店　二番館

ル

「．‾扇 面 「

二転慧鷲
〒65ト2273

神戸市西区糀台5丁目6番1号
（西区民センタービル内6階）
電話993－0066
Fax．997－0082

シルバー人材センターでは、会員のみなさんに1年に1回、会員登録を継続されるかどうかを確認しな　－、

ければなりません。本年も会員継続調査を実施いたしますのでご協力いただきますようお願い申し上げます。

平成23年9月30日までに入会された方のうち、平成23年10月か

ら平成24年1月までの4ケ月間に就業する機会のなかった方。

対象となる方には、2月中旬に調査票（往復はがき）を郵送いたし
ます。調査事項にご回害のうえ必ず締切日までにご返送ください。

回害がない場合は、会員を継続する意思がないものとして登録を
取り消しますのでご注意ください。

平成24年3月8日（木）期日厳守でお願いします。
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平成23年11月11日に第1回神戸マラソンの開催に

連携して、会員参加による「クリーンアップ作戦」を行

いました。

当日はあいにくの小雨模様のお天気でしたが、事

前に申込まれた約40人の会員の方々が雨合羽を着

込み、長田区若松公園鉄人前をスタート地点として、

約2時間をかけて東西約2キロのコース沿道の歩道

を清掃しました。

タバコの吸殻や空き缶など大きなゴミ袋5～6袋分を

鼻星型

毎払面義賊

収集しました。

マラソン当日は事前の天気予報から一変し快晴と

なり、全国から参加された20，000人以上のランナーの

皆さんが、クリーンアップされた沿道を駆け抜けてい

ました。

参加いただいた会員の皆さんお疲れ様でした。ま

たの機会へのご参加をお待ちしています。

ありがとうございました。

会員交流会
平成23年11月26日に神戸市北区のフルーツフラワーパークにて20名の会員の皆さんが参加し、第2回会員

交流会を実施しました。

当日はお日柄にも恵まれ、三宮と鈴蘭台にそれぞれ集合し、マイクロバスに乗り込んだ後は一路フルーツ7ラ

ヮーパークへと出発。到着後、赤褐色の大沢温泉を堪能した後は、おいしいお料理をいただくとともに会員間

の交流を深め、あっという間の3時間が過ぎました。

今後とも会員皆さんの交流を深める事業を行っていきたいと考えています。会員皆さんで何か交流会を企

画したいという方、お葉書にて本部：事業課までご提案をお願いします。
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平成23年中の就業に対して配分金を受け取られた方は申告をお願いします。なお、所得税

法上の配分金取り扱いについて簡単にお知らせします。

1．配分金の取り扱い
シルバー人材センターで就業した場合、会員のみなさんとセンター、または発注者との間に雇用関係

は生じません。会員のみなさんが受け取られた配分金は、所得税法上「雑所得」として取り扱われ、必

要経費として最高65万円までの特別控除が認められます。

2．控臓輌
配分金以外に所得税法の対象となる所得がない場合は、基礎控除38万円と特別控除65万円をあ

わせて103万円の控除額となります。配分金以外に所得税法の対象となる所得がある場合は、基礎控

除38万円、特別控除65万円（上限は配分金額）、公的年金等控除（下表参照）、その他の所得控除を

あわせた額が控除額となります。

3．公的年金等の控除輌一覧表

公 的年 金等 の収 入 額 公 的年 金等 の 控 除額 ．

～130万 円以下 70万円

130万円超～4 10万 円以下 公的年金等の収入額 ×25％＋ 37．5万円

4 10万円超～770万 円以 下 公的年金等の収入額 ×15％＋ 78．5万 円

770万円超～ 公 的年金等の収入額 × 5％＋155．5万 円

公 的年 金等 の収 入 鼓 公 的年 金等 の 控 除額

～3 30万 円以下 12 0万円

330 万円超～4 10万 円以下 公 的年金等の収入額 ×25％＋ 37．5万円

4 10 万円超～770万 円以 下 公 的年金等の収入額 ×15％＋ 78．5万円

770 万円超～ 公 的年金等の収入額 × 5 ％＋155．5万円

※65歳以上かどうかの判定は収入のあった年の12月31日現在の年齢によります。

4．管轄税精暑一覧表
お住まいの区によって管轄税務署が違いますのでお気をつけ下さい。税務署では自動音声による問

い合せを受け付けていますので、電話の後「電話相談センター」を選択してお問い合わせください。

区 管轄税務署 t電話番号 区 管轄税務署・電話番号

東灘区 芦屋税務署 0797（31）2131 長田区 長田税務署 （69 1）5 15 1

灘　 区 灘　 税務署 （86 1）50 54 須磨区
須磨税務署 （73 1）4 333壷元‾衰▼‾

西　 区 明石税務署 （92 1）2 26 1兵庫 区

北 区
兵庫税務署 （57 6）5 1 3 1

5．配分金支払証明書
平成23年中に就業のあった方全員に、所得税の確定申告用の「配分金支払証明書」を1月末頃に

別途郵送いたします。

なお、配分金支払証明書には、平成23年12月就業分の配分金額が含まれています。これは、年内に

その金額をお支払いしてはいませんが、収入が確定しているためです。
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平成23年10月号ニュースでヒヤリ・ハット体験事例を募集したところ88件の事例のご応募がありました。

平成23年12月21日に開催された第3回会員安全就業推進委員会で濱田副委員長を部会長とし、全ての

会員委員が参画する「ヒヤリ・ハット事例集編集作業部会」が設立されました。

今後、部会内で応募事例の審査を行い3月には採用事例を決定し、ヒヤリ・ハット事例集を制作するととも

に、採用事例についてはシルバーニュースに

て随時掲載してまいります。

また、第3回会員安全就業推進委員会に

おいて、各センター安全パトロール点検の報

告や作業別安全就業基準の改定についても

討議がなされました。

これについても、次回シルバーニュースで

ご報告させていただきます。

皆さんも就業中や就業先への行き帰り時

の安全により一層注意してください。

㌧　　適正就業にかかる是正の実　一つlて　　ィ

～シルバー人材センターからのお知らせ～
シルバー人材センターは、高年齢者に対して臨時的かつ短期的な仕事（1ケ月当たり概ね10日程

度以内）又はその他軽易な仕事（1週間当たり概ね20時間以内を超えない）を提供することにより、

高年齢者の福祉の増進と活力ある地域づくりに寄与することを目的としています。

このことから、仕事の分かち合い（ワークシェアリング）のためにも、一人の会員の方が同一就業場

所で長期間にわたって就業している場合は会員の交代や、年間で長時間におよぶ就業をしている場

合は複数人での就業を発注者の方々にお願いをしてきました。（これを適正就業といいます。）

しかし、適正就業にかかる労働局の指導も厳しくなってきている中、一定の基準を超えた長期間就

業や長時間就業など雇用まがいと見なされるような、シルバー事業としてふさわしくない就業について

は本年より是正を図っていく予定です。会員の皆さまにおかれましても、適正就業の推進についてご

理解いただきますようお願いします。

・■・1、　ゴユーつ－、　ヽ■一・．、山．．、山．．、山．．、、ヒー「、山・．、、し・．、い一・．、、■■・．、、I■　■い、■■　′．、

厚生労働省委託事業　　55歳以上の「シニア就業支援プログラム事業」

健康講座・健康測定・相談会
講演「健康面で気をつけること」を聞いてから、健康測定をします。そのあと、「ご自身の健康」や

「家族の介護」のことで、看護師からアドバイスを受け、相掛こものってもらえます！

＊測定項目：血圧・血管年齢・体騰肪・骨密度など

と　き：平成24年2月7日（火）（13：00～16；00）

ところ：（社）兵庫県看護協会（神戸市中央区下山手通5一8－24）

参加ご希望の方は、同封の申込書にご記入のうえ、「FAX：078－371－8016」又は「郵送」で下記へ

※申込み締切り：1月27日（金）　多数のご参加をお待ちしております。

※お申し込み・お問合せ先：〒d50－0011神戸市中央区下山宇通5－7－18
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「西区健康・福祉フェア」に出展しました

西区センターは昨年10月9日、西区の地

域イベント「第15回西区健康・福祉フェア」

に出展しました。

このイベントは毎年、市営地下鉄西神中

央駅前プレンティ広場で開催され、西区に

ある福祉・ボランティア関連の団体が、ステ

ージでの演奏・ダンス、テントブースでの模

擬店やフリーマーケット、展示等を行って

地域の皆さんとのふれあいを深めるお祭り

です。

西区センターでは一昨年に続き2回日の

参加です。勢走班、除草斑、地域便利班、

福祉・家事援助サービス姓、パソコン訪問

指導班の西区各姓や中部センターのミシ

ン工房、本部のぴよぴよ隊の会員と西区セ

ンター職員合わせて22名が参加しました。

西区センターのブースでは各斑が窓口

を設け、訪れた人の就業やお仕事の相談

を受けました。会員によるティッシュ配り、ぴ

よぴよ隊会員のPR活動やミシン工房の作

品販売などもにぎわいました。

シルバー人材センターを知ってもらうため

のクイズ形式のミニゲームには高齢者から

家族連れまで約200名の来場があり、テン

ト内はごった返すほど。みなさん景品をゲッ

トして暑さの残る一日を楽しんでいました。
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平成23年10月20日に兵庫県民会館で行われた、兵庫県シルバー人材センター事業推進

大会において、会員表彰及び安全就業「事故ゼロ運動」表彰が行われました。

神戸市シルバー人材センターからは会員15年表彰として、井野　禎美さん（西部センター）、

結城　敏夫さん（北区センター）他計4名の会員の方が表彰されました。

また、「事故ゼロ運動」表彰では、無事故記録日数177日で、Cグループ（会員数1，000～

1，999名のセンター）最優秀賞として北区センターが表彰されました。

会員表彰　左から結城さんと井野さん 事故ゼロ運動表彰

受賞者の皆さんおめでとうございます。

これからも安全就業を心がけ、豊かで積極的な生活と生きがいの充実を図りましょう。

申込受付期間2月20日（月）～3月7日（水）

各勤労市民センター・勤労会館では、文化・趣味・スポーツなどの春季定例講座受講生を募集します。

募集受付期間は2月20日（月）～3月7日（水）までです。募集パンフレット申込書は、各勤労市民センター・

勤労会館・区役所などで2月中旬に配布します。申込方法など詳しくは下記までお問合せください。

●（財）神戸いきいき勤労財団　生涯現役支援牒　℡25115561

●動　　労　　会　　館℡232－1881　●新長田勤労市民センター℡643－2431

●大甲道勤労市民センター℡841・1711　●ピ　フ　レ　ホ　ー　ル℡621－1120

●兵庫勤労市民センター℡576・0981　●垂水勤労市民センター℡708－8901

庭塾ヲ


