
 

令和３年度 事業報告 

 

多気町シルバー人材センターは、高齢化社会が進行する中で、働く意欲をもった６０歳以

上の健康な高齢者の希望に応えるために就業機会を確保し、働くことによる社会参加と、生

きがいを図り地域に貢献できるセンターを目指してきました。 

また、センターの理念である「自主・自立、共働・共助」のもと、会員の長年培ってきた

経験、知識、技能を活かしながら、お客様に喜んでいただける仕事をすることを大事にしな

がら事業を展開してまいりました。 

当シルバー人材センターの令和３年度の業績は、新型コロナウイルスの感染症が変異株に

より収束の見通しが立たず、経済への影響により事業実績の落ち込みが心配されましたが、

行政よりの新規事業の依頼があり、請負・委託の契約金額は約 7,459万円で、前年度に比べ

約 1,557万円の増加となりました。シルバー派遣事業の契約金額は約 1,325万円で前年度よ

り 213 万円の増加となりました。契約金額合計では約 8,784 万円となり前年度より 1,770

万円の増加となりました。 

また、会員数は入会者が 19 名で退会者が 14 名となり年度末には 175 名となっており、

昨年末より 5 名の増加となりました。会員の高齢化が進み退会される会員もありましたが、

コロナ禍による企業の業績停滞による退職者のシルバーへの入会者があり、会員の増加にな

りました。 

また、当年度は新型コロナウイルスの感染症が収束しない状況により、講習会やイベント

の中止、会合の自粛等で、普及啓発活動や就業機会の拡大及び新規会員の加入促進がほとん

ど実施することができませんでした。 

このことから、令和 4年度に向けて、新型コロナウイルスワクチン接種の効果による早期

収束を期待し、普及啓発活動、就業開拓、新規会員の加入促進を引き続き、重点的に推し進

めていく必要があると思っております。 

1. 普及啓発活動の推進 

 地域住民および関係機関でのシルバー事業に対する理解を得るため、次の事業

を実施しました。 

（１） 普及啓発用パンフレットやホームページを活用した啓発活動 

（２） 地域住民へのチラシの配布 

（３） 「シルバーの日」ボランティア活動の実施 

2. 就業機会の確保・拡大 

シルバー派遣事業の推進は、コロナ禍により企業等への訪問活動が出来ず、 

最小限のシルバー人材センターの PRと新たな就業先の開拓を実施しました。 

（１） シルバー派遣事業 

福祉関係の送迎運転業務、工場内の業務、コンビニのレジ作業、資源化プラザ

での分別業務等の継続に加え、発掘調査の単発業務がありました。 

（２）VISONのオープンによる雇用が始まりました。 



 

３． 安全・適正就業の推進 

会員の安全確保を最優先に取り上げ、事故防止に努めるとともに、適正就業の 

達成に向けた取り組み、意識の高揚を図りました。 

  （１）安全・適正就業委員会を 4回実施 

  （２）安全パトロールを 4回実施、 

（３）傷害事故は 3件発生、賠償事故は発生なし 

  （４）「事務局だより」の発行 

  （５）班長・副班長・リーダー会議の実施 

４． 会員の資質向上及び能力開発 

庭木・柿の講習会の開催がコロナ禍の予防対策の規制等で出来ませんでしたので、 

次年度に繰越になりました。 

５． 新規会員の加入促進 

     60 歳以上の健康で働く意欲のある高齢者が「生涯現役社会」の実現を目指し、

新規会員の入会促進活動を実施しました。 

 （１）会員募集チラシでの新規会員の募集 

 （２）理事・監事により５地区を担当して、自治会や老人クラブ及び個人宅等を訪問

した新規会員の募集 

 （３）会員による知人、友人の勧誘促進 

６． 地域貢献活動 

   シルバーの日の活動 

     ・勢和地域 ささゆり苑周辺の草刈り・剪定作業に１４名参加 

      ・多気地域 天啓の里周辺の草刈り・剪定作業に３９名参加 

 

諸会議等への出席状況 

年月日 会  議  名 開 催 場 所 出 席 者 

R3.4.9 宮川用水事務所訪問 伊勢宮川用水事務所 理事長、事務局長 

R3.5.13 事務局長会議 連合会議室（Zooｍ） 事務局長 

R3.7.15 三シ連安全・適正就業対策推進委員会 三重県総合文化センター 事務局長、安全適正就業委員会長 

R3.8.3 事務局長会議 連合会議室（Zooｍ） 事務局長 

R3.8.10 三シ連 DVD作成打合せ 当センター 事務局長 

R3.10.15 三シ連来所（新任挨拶） 当センター 事務局長、事務局員 

R3.11.10 多気町長への要望 役場 理事長、副理事長 

R4.3.10 事務局長会議 連合会議室（Zooｍ） 事務局長 

 

 

 

 

 



 

総会・理事会等開催状況（多気町シルバー人材センター） 

年月日 会 議 名 会  議  内  容 会  場 

R3.5.19 第 1回理事会 令和 2年度事業報告について 

令和 2年度収支決算及び監査報告について 

定款の変更について 

令和 3年度定時総会について 

令和 3年度定時総会の実施方法について 

見なし決議 

R3.6.7 令和 3年度 

定時総会 

令和 2年度事業報告について 

令和 2年度収支決算及び監査報告について  

定款の変更について 

吉田福祉基金会館 

R3.11.22 第 2回理事会 令和 3年度第 1回収支補正予算について 

事務費率の変更について 

令和 4年度・令和 5年度の理事及び監事候補者

選考委員の選出について 

会員の募集活動について 

天啓の里 

R4.3.23 第 3回理事会 令和 3年度第 2回収支補正予算について 

令和 4年度事業計画について 

令和 4年度収支予算について 

令和 4年度定時総会について 

役員賠償責任保険について 

配分金単価表の改正について 

特定資産取得準備資金の保有について 

天啓の里 

 

安全・適正就業委員会開催状況 

年月日 会  議  内  容 会    場 

R3.7.14 第 1回安全・適正就業委員会 

安全パトロール（南勢水道） 

安全・適正就業の聴取、意見交換 

令和 3 年度安全・適正就業委員会の活動計画の検討 

ヒヤリ・ハット及び改善提案の提出の促進 

定期健康診断結果の把握方法 

南勢水道 

R3.9.27 第 2回安全・適正就業委員会 

  安全パトロール（ゆとりの丘） 

安全・適正就業の聴取、意見交換 

ゆとりの丘 

R3.11.26 

 

第 3回安全・適正就業委員会 

  安全パトロール（桜つつみ公園） 

安全・適正就業の聴取、意見交換 

ヒヤリ・ハット事例及び改善提案の報告 

桜つつみ公園 



 

R4.3.8 

 

 

 

 

第 4回安全・適正就業委員会 

  安全パトロール（町道の維持管理） 

安全・適正就業の聴取、意見交換 

傷害事故報告 

ヒヤリ・ハット及び改善提案の評価 

町道 

 

会議等開催状況 

年月日 内        容 会     場 

R4.3.3 

 

班長・副班長・リーダー会議 6名参加 

傷害事故の報告 

ヒヤリ・ハット及び改善提案の結果の報告と改

善策の協議 

天啓の里 

その他、研修会等出席状況 

年月日 内        容 会      場 

R4.2.4 町長予算査定 町役場 

 

事故発生状況 

傷害事故の部 

発生年月日 区分 事 故 状 況 性別 年齢 

R3.1.22 

 

 

就業途

上 

 

就業終了後、バイクで帰宅途中に交差点を左折した

際、スリップして転倒した。痛みが取れないので 

26日に整形外科で打撲・擦過傷の診断を受けた。 

男性 65 

R3.11.5 就業中 製薬会社第一工場でビーカー洗浄中、洗浄液が眼に 

入ったがそのまま作業を続けた。夜になって眼が痛

くなり、翌日眼科で眼のただれの診断を受けた。  

男性 66 

R4.2.25 

 

就業中 

 

高さ 1.5mの間知ブロック上で、草を取集中に草で

足を取られバランスを失い飛び降りたところ、両足

にて着地した際、両足かかとを骨折し入院した。４

月２７日に退院してリハビリのために別病院に入

院中。 

男性 74 

賠償事故の部 

      なし 

 

 

 

 



 

専門部会開催状況 

広報部会 

年月日 会  議  内  容 会  場 

R3.10.27 第 1回広報部会（西崎部会長、高山委員、小逵委員、高橋副理事長） 

 （1）新規会員募集について 

 ・目標人数 ２００名 

 ・募集方法 令和２年度と同様 

（2）会報「シルバーたき」１５号の発行について 

・令和４年４月１日に全戸に配布する 

社会福祉協議会 

 天啓の里 

R4.2.4 第 2回広報部会（西崎部会長、高山委員、小逵委員、高橋副理事長） 

 （1）会報「シルバーたき」１５号の原案作成 

・掲載項目の検討及び確定 

（2会員募集について 

・就業開拓及び会員募集・活動報告書の提出 

・令和４年度就業開拓及び会員募集について 

社会福祉協議会 

 天啓の里 

R4.2.25 

 

第 3回広報部会（西崎部会長、高山委員、小逵委員、高橋副理事長） 

 （1）会報「シルバーたき」１５号発行の最終確認 

社会福祉協議会 

 天啓の里 

 

ＶＩＳＯＮ（ヴィソン）部会 

 （高橋部会長、高山委員、浦林委員） 

令和３年４月２９日第１次オープン７月最終オープンしました。 

部会の開催はありませんでしたが、３月現在にて派遣事業で２名の就業が続いています。 

 

業務管理部会 

年月日 会  議  内  容 会  場 

R3.9.17 第 1回業務管理部会（扇田部会長、野澤委員、谷口委員、高橋副理事長） 

（1）作業標準単価表の見直しについて 

・農業関連に限定して日程を決定して検討に入る 

社会福祉協議会 

 天啓の里 

R3.10.28 第 2回業務管理部会（扇田部会長、野澤委員、谷口委員、高橋副理事長）  

（1）作業標準単価表について検討 

 （2）事務費率の改定 

社会福祉協議会 

 天啓の里 

R3.12.3 

 

第 3回業務管理部会（扇田部会長、野澤委員、谷口委員、高橋副理事長） 

 （1）令和４年度作業標準単価表について検討 

 （2）令和４年度役場単価表の作成 

社会福祉協議会 

 天啓の里 

R3.12.17 

 

第 4回業務管理部会（扇田部会長、野澤委員、谷口委員、高橋副理事長）  

（1）令和４年度作業標準単価表の決定 

社会福祉協議会 

 天啓の里 

 


