シルバー人材センターの仕事内容
[専門分野]
仕事の項目
講師

センターでの仕事の内容
①少人数学習教室(小・中学生対象）

月平均就業日数
10～12日

就業時間（目安）
夕方の2～3時間

月平均配分金 就業の条件・配分金等
20,000円程度 教師資格無くても参加可

※小学生：国語・算数・英語
週3～4回

出来高

中学生：数学・英語

②各種講座の指導（カルチャー教室）
パソコン

パソコン処理（エクセル・ﾜｰﾄﾞ）

経理事務

パソコンでの処理も要求される

10～12日

40,000円

（起票・記帳・仕分・伝票整理等）

経理・パソコンの経験必要

～50,000円

(決算書類作成の補助、税務相談等)

［技術分野］
仕事の項目
植木剪定

センターでの仕事の内容
植木剪定

月平均就業日数
10日程度

就業時間（目安）
8：00～16：00
平日

襖・障子

障子張替え

10日程度

の張替え

月平均配分金 就業の条件等
70,000円
季節により仕事量変化(年末多忙)

～80,000円

8：00～17：00

75,000円程度 季節により仕事量変化(年末多忙)

平日

出来高

就業時間（目安）

月平均配分金 就業の条件等

[事務分野]
仕事の項目
一般事務

センターでの仕事の内容
伝票、帳簿整理、電話応対等

月平均就業日数
10日程度

30,000円程度 希望者は多いが新規の受注は非常に少
ない分野

毛筆・筆耕

賞状･宛名書き、垂れ幕・式次第

経験必要

単発的な業務。新規の受注は少ない。

希望者はサンプルを提出してください

[管理分野]
仕事の項目
センターでの仕事の内容
施設受付・管理 ○公民館等公共施設の受付管理

月平均就業日数
13～15日

・利用の受付事務(パソコン処理)

就業時間（目安）
平日（夜間）
午後5時～10時頃

及び施設の管理

月平均配分金 就業の条件等
50,000円
・グループローテーション就業

～70,000円 ・パソコン操作処理(文字入力程度)

土日祝日

・使用料金の徴収事務あり (現金取扱)

があり、操作経験が必要

終日(午前8時30分

・接客ﾏﾅｰ講習を受講

から午後10時まで

・希望者が多く選考になる

の間2交代制)
○民間施設や大学内施設の受付管理

駐輪管理

10日程度

・大学施設は夏季、冬季は休講期間有

・利用の受付事務が中心

・ 〃 は健診結果・ﾚﾝﾄｹﾞﾝﾌｨﾙﾑ提出

・パソコン処理多い

・希望者が多く選考になる

○マンションでの受付（共有箇所の清掃等）

10日程度

・駐輪場内での自転車整理

10～15日

午前：6時～9時の間 50,000円

グループ就業、就業交代実施

・一部利用料金の徴収あり

午後：16時～19時の間 ～60,000円

・駐輪場での就業時間は

・屋外の作業が多く、自転車整理

各2～3時間程度

利用者の多い時間帯が中心

の箇所が多い

のため早朝・夜間に業務が集中する

は比較的体力の要る作業

日中の業務が無い箇所が多い
駐車管理

・駐車場内での自動車誘導、整理

10～15日

・グループローテーション就業

・一部利用料金の徴収あり

・就業交代推進

・上記の駐輪場管理を含む場所が多い

・接客ﾏﾅｰ講習を受講
・いずれの作業も利用者との接客応対が
問われる(言葉遣いや応対丁寧な方)

催事・展示会
監視・受付等

開催期間に合わせて短期の仕事

グループ就業、短期間の業務（接客マナー）

[外交折衝分野]
仕事の項目
集金業務
チラシ・広報誌
の配布

センターでの仕事の内容
指定の期間集金業務を行う
決められた期間･地域へポスティングを行う
現在約70名就業、高齢会員向きの業務。
毎年10名近く交代がある。
営業・商品説明 電話で催事やその他の情報を案内
販売
スーパー等の店頭・店内での販売業務等

月平均就業日数

就業時間（目安）
都合の良い日中

月平均配分金 就業の条件等

グループ就業
20,000円～ 市議会報告等の広報紙や民間チラシなど
30,000円程度 配布します
３日以内で配布

[軽作業分野]
仕事の項目
保育園用務

センターでの仕事の内容
月平均就業日数
保育園での日常的な清掃作業や施設内での 月10日程度
点検、小修繕作業、園の催しもの等の準備作業

就業時間（目安）
1日7.5時間

スーパー等で
の軽作業

①商品の陳列・整理、カート・カゴの整理、
販売員、品物の包装

店休日以外毎日
※土日祝日や年末
年始就業あり

午前：7～10
夕方：16～20
※早朝・夜間を
中心に
3～4時間程度の
業務が多い

社内食堂での簡単な調理や盛り付け等
組立、梱包、商品整理、荷受、在庫管理、
荷物の移動、各種検査 等
市内の会社・工場・ﾏﾝｼｮﾝでの清掃作業

10日程度
１５日

10：00～15：00
9：00～16：00

市内の公園清掃及び除草作業

夏季：20日
冬季：10日

②スーパー等での惣菜作り

調理補助
工場内軽作業
屋内清掃

公園等
屋外清掃

10～１５日

月平均配分金 就業の条件等

50,000円～ ・グループローテーション就業
60,000円程度 ･就業交代実施
･園児とのボランティア交流事業あり
40,000円程度 グループローテーション就業、就業交代推進
事前研修・実地研修・実習期間あり
比較的受注が増加している。早朝や
50,000円程度 夜間、短時間の業務が多い。

40,000円程度
50,000円
グループローテーション就業、就業交代推進
～60,000円 事前研修・実地研修・実習期間
9：00～12：00
35,000円程度 グループローテーション就業、就業交代推進
午前中、短時間の
新規受注が比較的多いため
仕事が多い
就業のチャンスは多い
※重複就業可（短時間作業であれば可）
8：30～17：00
70,000円程度 市内各所の作業場所に自転車で移動
※雨天の場合は
できる人。炎天下作業のため夏季の作
作業できない
業はハード。
※冬季は短時間の
就業交代実施(年1回、説明会2月)
業務になる
グループローテーション就業

[子育て分野]
仕事の項目
児童クラブ

センターでの仕事の内容
小学生児童クラブの運営
児童の保育、支援

月平均就業日数
月～土
週2～3日程度

就業時間（目安） 月平均配分金 就業の条件等
平日14：00～19：00 50,000円程度 ・グループローテーション就業
土曜日8：00～18：00
・状況により就業時間の変更あり

親子のひろば
専用スペースで子育て支援。
「のび～すく」 ・旭町わいわいﾛｰﾄﾞ商店会
旭町・青柳
・青柳ベルクステナント棟
（2ヵ所で0～３歳までの親子が利用している）

[サービス分野]

30,000円程度 ・グループローテーション就業
・就業交代（５年）実施
・無償実地研修及び有償研修期間あり
・男性の就業可

※サービス分野の仕事は重複就業可能

仕事の項目

生
活
支
援
グ
ル
ー
プ

センターでの仕事の内容
月平均就業日数
ちょっと手伝って欲しい家庭の依頼を受け
１３日
単発の仕事を行う。
コーディネーターやリーダーの指示に従う。
基本
サービス ①家事（換気扇・浴室・トイレの清掃等）
②全般（家具の移動、病院の付き添い、
買物、植木の水遣り、ペットの散歩等）
③介助（通院介助、薬とり、高齢者介助）
④修繕（簡単な修繕、エアコン洗浄、ＤＩＹ組立
①高齢者家庭介護サービス
１０日
②家事援助サービス（掃除・洗濯等）
③家事援助サービス（買物・食事作り等）
継続
サービス

①１歳以上の子供と留守番･世話
②保育園・幼稚園の送迎等を行う
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ 介護保険の認定者に生活援助を中心に
なの花
介護サービスの提供を行う

１４日

就業時間（目安）
1～3時間

月平均配分金 就業の条件等
30,000円程度 ・そうじや家具移動などさまざまな仕事
（１時間900円）・男性大歓迎
・継続のあしたばの仕事にも就業できる

※重複就業可
地域別グループ会議（２ヶ月に１度）に参加

2～3時間

22,000円程度 １時間当たり 800円
※重複就業可
高齢者・共働き家庭・産前産後の・独居
家庭等で生活支援サービスを行う
個人宅の仕事で就業交代はなじまない
地域別グループ会議（２ヶ月に１度）に参加

※重複就業可
１回1.5～２時間程度20,000円程度 ヘルパー2級以上の資格必要
◇生活援助：１時間当たり1,000円
◇身体介護：１時間当たり1,200円
毎月のなの花会議に参加
地域別グループ会議（２ヶ月に１度）に参加
※重複就業可

