
 

令和元年度 事業報告 

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

公益社団法人 志賀町シルバー人材センター 

 

１ 事業概況 

令和元年度は町広報誌に求人情報チラシを毎月折り込み、全世帯配布を実施いたしま

した。求人情報を見ての問合せが会員以外からも多くあり、例年より入会者が増え、諸

事情で退会する会員が多い中、かろうじて年度末会員数は増加いたしましたが、発注者

の方々の新型コロナウイルス感染症拡大防止策によって、３月には会員の就業停止事例

が顕著にあらわれ、会員からの就業と健康の両立についての相談も多く、不安課題を抱

えたまま令和２年度を迎えることになります。 

事業計画に基づき、指定管理事業と業務受託事業の適正な実施、就業機会の確保拡充

や新入会員の募集、健康管理講習会開催や安全パトロールによる安全・適正就業の推進、

財政基盤充実のための効率的な運営に取り組みました。 

㈱志賀町振興サービスから受け継いだ、能登リゾートエリア増穂浦の指定管理事業は、

１年短縮し、令和２年度からは(一社)志賀町観光協会が引き継ぐ事になりますが、令和

元年度の事業の推進に際し、会員や志賀町をはじめ関係機関、発注者の方々、施設利用

者や町民の皆様から、多大なるご理解ご支援を頂いたことに深く感謝を申し上げます。 

以下、令和元年度の事業状況について報告いたします。 

 

２ 事業実績 
         各年度 
区分 

平成30年度 令和元年度 前年度との対比 

会員数 248人 253人 5人 

 
男性 152人 153人 1人 

女性 96人 100人 4人 

就業率(請負派遣) 96.0％ 88.1％ △7.9％ 

請

負

事

業 

就業延人数 19,481人 19,480人 △1人 

受注件数 1,303件 1,290件 △13件 

契約金額 111,868千円 115,662千円 3,794千円 

 
配分金額 82,230千円 84,145千円 1,915千円 

事務費 7,407千円 7,566千円 159千円 

派

遣

事

業 

就業延人数 2,472人 3,450人 978人 

受注件数 29件 43件 14件 

契約金額 14,722千円 19,950千円 5,228千円 

 
賃金 11,632千円 15,655千円 4,023千円 

手数料 1,144千円 1,525千円 381千円 



 

 

３ 実施事業 

（１）会員拡大と普及啓発活動 

  ①しかばす総合時刻表＆ルートマップと毎月発行志賀町広報誌に 

会員入会と仕事募集の広告記事掲載 

  ②求人情報チラシを、年１２回全世帯配布 

(町広報誌に折込配布５月号～４月号) 

  ③本部事務所にて随時、会員入会説明実施 

  ④ホームページにて事業内容をＰＲ 

  ⑤シルバーの日(１０月第３土曜日)の前日(１０月１８日)に、理事６名・職員６名

で商業施設４箇所にて普及啓発用ポケットティッシュを配布 

  ⑥民間企業と家庭の発注者にカレンダー４００枚配布 

  ⑦会員加入奨励金５００円/名 新規入会者４名を紹介 

  

 

（２）組織の充実と活性化 

  ①定時総会を１回、理事会を３回開催 

  ②会員の参画による安全･適正就業委員会の開催 

  ③女性会員を中心としたエコクラフトバッグ作り教室の開催 

 

（３）安全・適正就業の推進 

①安全パトロールチェックシートを利用した巡回指導の実施強化 

  ②県連合会(２名)、４市町(志賀町２名・七尾市３名・中能登町３名・羽咋市４名）

による合同安全パトロールを羽咋市内で実施(Ｒ1.7.26) 

  ③飛石防止カルマー刃付き刈払機・飛石防護ネット・カラーコーン・作業中看板の

貸出、ヘルメット貸与、貸出車両への社名入マグネットシート装備、岩間式チッ

プソー購入助成、伐木補講助成、など安全対策徹底周知推進 

  ④全会員に通知した安全就業標語は１３名の会員から合計３２作品の応募 

 

 

（４）発注者満足度アンケート調査の実施 

 平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までで１４５回答(前年度１３４回答) 

  ※調査結果は半期締め年度末締めの年２回シルバーだよりで会員へ周知 

 

 

 

 

 



 

 

４ 事業内容 

Ⅰ 定時総会・理事会・監査会 

（１）定時総会（Ｒ1.5.30）    志賀町富来活性化センター 中ホール 

     会員数２６２名中１６１名出席（内委任状提出者数１０２名） 

 議 件 ①平成３０年度事業報告    ②平成３０年度決算報告 

③役員選任 

 報 告 ①平成３０年度収支予算専決  ②平成３１年度事業計画 

③平成３１年度収支予算 

 

（２）理事会 

 第１回理事会（Ｒ1.5.14）    富来活性化センター 中ホール 

     理事数１６名中１３名出席  監事２名出席 

 議 件 ①平成３０年度収支予算専決 ②平成３０年度事業報告 

   ③平成３０年度決算報告   ④平成３１年度定時総会 

⑤役員表彰、会員表彰    ⑥理事選任、業務執行理事選定、利益相反取引承認 

 ⑦監事選任 

報 告 ①会員入会の報告 

 

第２回理事会（Ｒ1.12.18）    富来活性化センター 中ホール 

     理事数１６名中１５名出席  監事２名出席 

 議 案 ⑧職員就業規則等の一部改正 

     ⑨令和２年度会員就業基準単価表 

報 告 ②令和元年度業務執行状況の報告 ③会員入会の報告 

 

第３回理事会（Ｒ2.3.24）      富来活性化センター 中ホール 

     理事数１６名中１５名出席  監事１名出席 

議 案 ⑩職員給与規程の一部改正 ⑪令和２年度事業計画 

     ⑫令和２年度収支予算   

報 告 ④会員入会の報告 

 

 

（３）監査会 

平成３０年度監査（Ｒ1.5.13）   富来行政センター  102会議室 

 

 

 



 

 

Ⅱ 安全・適正就業委員会 

 

（１）安全パトロール（Ｒ1.5.31・Ｒ1.9.27） 回数２回 ５箇所 

 

（２）安全・適正就業推進大会（Ｒ1.7.3） 参加者７名 金沢市ものづくり会館 

安全就業標語の授賞式 

優秀作２名 

「自信、過信 心のすきまに ひそむ事故」珠洲市 SC 

「安全は お互い気兼ね無しの アドバイス」羽咋市 SC 

佳作５名   

   「慣れた作業 緩んだ心に 潜む危険」 穴水町 SC 

「達成感 味わうための 注意力」 金沢市 SC 

「きがゆるむ 馴れた作業と あなどるな」 白山市 SC 

「年重ね 作業遅れも あせらずに」 宝達志水町 SC 

「あと少し そんな時こそ 気を締めて」 輪島市 SC 

講演 

演題 「認知症施策の推進」 

講師 石川県健康福祉部長寿社会課 地域包括ケア推進グループ  

主任主事 竹内 祥吾 氏 

 

（３）視察研修（Ｒ1.11.27）  参加委員６名 羽咋市シルバー人材センター 

     視察研修(羽咋市内就業現場合同パトロール) 

①千里浜町(家庭)雪吊り  ②島出町(家庭)空き家剪定 

 

（４）会員講習会（Ｒ2.1.29）  参加会員２０名 コミュニティ施設 

     演題 「シニアの為の最新健康術～上手な体の付き合い方～」 

講師 前多整体研究所 代表 前多 永憲  氏 

 

（５）会議（Ｒ2.3.25） 参加委員７名 本部事務所 102会議室 

     ①役員の改選について ②令和２年度活動計画について 

③安全就業標語の募集結果について  ④就業事故状況について 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ 関係団体の会議研修 

関係団体等の会議研修名 （参加数） （開催場所）    

月次決算資料精査勉強会（Ｈ31.4.16） 参加者２名 池水会計士事務所 

事故撲滅推進会議（Ｈ31.4.22） 参加者１名 金沢市ものづくり会館 

衛生委員会・安全対策協議会合同会議（Ｈ31.4.25） 参加者１名 県連合会 

新任事務局長研修（Ｒ1.5.9） 参加者１名 県連合会 

第２回衛生委員会・安全対策協議会合同会議（Ｒ1.5.23） 参加者１名 県連合会 

第１回事務局長会議（Ｒ1.6.11） 参加者１名 地場産業振興センター 

労働者派遣業務初級研修（Ｒ1.6.18） 参加者１名 県連合会 

県連合会定時総会（Ｒ1.6.25） 参加者１名 ホテル金沢 

千鳥ヶ浜海岸清掃打合せ会（Ｒ1.6.28） 参加者１名 志賀町役場 

交流研修専門委員会（Ｒ1.8.5） 参加者１名 県連合会 

第４回衛生委員会・安全対策協議会合同会議（Ｒ1.8.22） 参加者１名 県連合会 

派遣業務担当者会議（Ｒ1.8.26） 参加者１名 女性センター 

派遣元責任者講習（Ｒ1.9.3） 参加者２名 女性センター 

安全運転管理者法定講習（Ｒ1.9.4） 参加者１名 志賀町文化ホール 

経理研修会（Ｒ1.9.18） 参加者２名 地場産業振興センター 

空き家管理に係るドローン講習（Ｒ1.9.24～25） 参加者１名 金沢市ものづくり会館 

月次決算資料精査勉強会（Ｒ1.9.26） 参加者２名 池水会計士事務所 

第６回衛生委員会・安全対策協議会合同会議（Ｒ1.10.24） 参加者１名 県連合会 

ＮＲＩ社会情報システムユーザー研修会（Ｒ1.10.28） 参加者１名 金沢市ものづくり会館 

第２回事務局長会議（Ｒ1.10.29） 参加者１名 金沢市ものづくり会館 

派遣事業実務担当者会議（Ｒ1.11.22） 参加者１名 ホテルマイステイズ新大阪 

第７回衛生委員会・安全対策協議会合同会議（Ｒ1.11.28） 参加者１名 県連合会 

月次決算資料精査勉強会（Ｒ1.12.11） 参加者２名 池水会計士事務所 

理事長会議（Ｒ1.12.16） 参加者２名 女性センター 

第８回衛生委員会・安全対策協議会合同会議（Ｒ1.12.19） 参加者１名 県連合会 

同一労働同一賃金に関する事務打ち合わせ会（Ｒ1.12.20） 参加者１名 県連合会 

第９回衛生委員会・安全対策協議会合同会議（Ｒ2.1.23） 参加者１名 県連合会 

第３回事務局長会議（Ｒ2.1.30） 参加者１名 女性センター 

公認オートキャンプ指導者資格認定講習会（Ｒ2.2.1～2） 参加者１名 主婦会館プラザエフ 

月次決算資料精査勉強会（Ｒ2.2.14） 参加者２名 池水会計士事務所 

新年度派遣契約に係る事務打ち合せ会（Ｒ2.2.18） 参加者１名 石川県女性センター 

令和元年度役職員研修（Ｒ2.2.25） 参加者１名 金沢市ものづくり会館 

能登地区研修会（Ｒ2.2.28） 参加者１名 七尾市シルバー人材センター 

月次決算資料精査勉強会（Ｒ2.3.31） 参加者２名 池水会計士事務所 



 

Ⅳ 町事業との連携 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業) 「健康福祉課」 

    実績 １件 ４９人日 ９８，０００円 

  

 

（２）空き家管理対策事業 「まち整備課」 

    実績 １件 １１人日 ９５，４３３円 

  

 

（３）ふるさと納税謝礼品事業 「企画財政課ふるさと創生室」 

    寄附者３人 提供先２カ所 寄附件数５件 

注文金額２０４，０００円(寄附額６８０，０００円) 

     

経過等詳細 

①Ｈ３１年１月１０，２００円の注文がＡ様にありＨ３０年度は未実施 

Ｒ元年５月に草むしり実施済 

・Ｒ１年１２月６１，２００円の再注文がＡ様にあり２月に伐採枝運搬実施済 

 

②Ｈ３０年１２月５１，０００円の注文がＡ様にありＨ３０年度は未実施 

Ｒ元年５月に草むしり実施、７月に草刈り実施、１１月に草刈伐採実施済 

・Ｒ１年７月５１，０００円の再注文がＡ様にあり１１月に草刈伐採実施済 

・Ｒ１年１１月４０，８００円の再注文がＡ様にあり 

１１月に草刈伐採実施、２月に伐採枝運搬実施済 

・Ｒ２年２月４０，８００円の再注文がＡ様にあり２月に伐採枝運搬実施済 

 

③・Ｒ１年１１月１０，２００円の注文がＢ様にあり１１月に剪定実施済 

 

 

※参考３４，０００円の寄付額で３割１０，２００円相当を実施可能 

 


