
令和２年度　事業報告書
公益社団法人

竜王町シルバー人材センター

１．事業概要

　令和２年は、『新型コロナウイルス感染症』が世界的規模で拡大という事態に見舞

われました。『新型コロナウイルス』の感染が発生して以降、雇用情勢をはじめ社会

経済活動は大きな打撃を受け、シルバー人材センター事業にも大きな影響がでました。

　令和3年4月1日から70歳までの就業機会確保が企業の努力義務とされ、地域にお

ける多様な雇用・就業機会の確保に関する支援として、生きがいの充実や社会参加の

促進を目指すセンターの役割が重要になってきました。

　今後さらに高齢化率の上昇が見込まれる中で、シルバー人材センターが中心になり、

８０歳、９０歳になっても生涯現役で元気に活躍できる会員がつどい、地域のニーズ

に合った事業展開を進めていくことが重要であります。

　竜王町シルバー人材センターは、一昨年は地域の自治会館等を使用する中で入会説

明会を開催しましたが、昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大のために地域での入

会説明会を開催することは出来ませんでした。

高齢化や職場での定年制の延長もあり、入会者数が少なく会員数も減少傾向になり、

シルバー人材センター事業協会より全国のシルバー人材センターに向けて、第２次

１００万人達成中長期計画に基づき竜王町は、２０２４年度に会員３５５人が達成目

標になっていますが、毎年の入会者数が退会者数を上回ることが出来ず、総会員数の

増加には至っていない状況となりました。高齢者の知識と経験を活かし、生きがいと

健康を保ちながら「生涯現役社会」の実現を目指していくためには、会員の拡大が不

可決であり、会員の拡大に対応するには就業機会の確保が重要な課題であります。

　令和2年度は、年間、請負契約金額目標、100,000千円を目指していましたが残念

ながら今年度は、93，707千円になりました。

労働者派遣契約金額目標、30,000千円を目標にしていましたが今年度は、25,886

千円と目標額を達成することが出来ませんでした。年度途中の派遣先の倒産、受注先

からの仕事量の抑制が主因と考えられます。

　シルバー会員数については、３００名を目指していますが、3月の退会者の会員の

補充をすることが出来ず、前年3月末の会員数２４３名を達成することが出来ません

でした。毎月の定例の入会説明会以外に臨時の入会説明会を開催して、入会したいと

いう人を離さない入会促進を図りました。

　ボランティア活動については、コロナ禍のなか、その情勢を見て、１０月にシルバ

ー環境美化の日県下一斉の空き缶拾い作業、3月に役場周辺除草清掃ボランティア活

動を実施しました。

　子育て支援活動としては、一般町民参加の子育て支援キッズルーム”きらきら”

「きらきら交流会」、滋賀県シルバー人材センター県連合会主催の3世代交流子育て

支援フェスティバル事業もコロナ禍で中止されました。



　役員研修会は、他府県に行っての視察研修会になることから、中止しました。

　安全就業については、平成29年度の重篤事故を反省する中で定時総会後から毎月

安全衛生委員会と安全パトロールを実施しました。安全適正就業講習会等については

コロナ禍で中止しましたが、安全就業を最優先して『事故ゼロ』を目指して、センタ

ーだより等を通じて普及啓発に努めました。

【令和２年度、事業契約金額統計参照】



２．主な事業内容

（１）安全適正就業及び安全の確保について

　平成２９年度に重篤事故による死亡事故が１件発生しました。長きにわたり安全

就業を継続している中で起こった事故でありました。「安全・安心なシルバー事業」

の展開を図ることは事業遂行の基幹をなすものであり、『安全宣言』を強く受けと

め、シルバー組織を挙げて安全対策のなお一層の推進を図り、傷害事故や賠償責任

事故の撲滅のため、安全就業パトロールを実施しました。

①事故報告

　令和2年度は、11月に除草作業で飛び石と配線の切断、労働者派遣傷害事故が9月

と2月に就業中、就業途上（通勤途上）に事故が発生しました。事故の原因は、ちょ

っとした油断、イライラした心情や焦り、気の緩みによる不注意から、大きな事故に

も繋がります。安全適正就業の推進のために、「安全は全てに優先する。」を会員が

自覚し、シルバー組織が一丸となって、「事故ゼロ」を目指し安全で適正な就業の取

り組みに努めてきました。

賠償責任
事故

除草作業 1件

会社正門横の緑地帯の草刈り除草作業を防護
ネットを使用し作業をしましたが、夕方もう
少し手直しの除草作業をし終了しました。翌
日発注者よりメールが届き事故が発覚。車の
リアガラスが破損。

車両ガラ
スに飛石

労働者派遣
傷害事故

胸部ひび 1件
車で自宅から派遣先への就業途上において、
左前方車体部分とタイヤが擁壁にぶつかって
車が止まって気が付いた。

通　院
（労災）

種　別 仕事の内容 件数 　　事　故　の　状　況・【症　状】 程　度

早朝から除草作業を防護ネットを使用し作業
をしました。駐車場付近の除草作業が終わっ
た後の草を熊手で搔き集めていたところ、駐
車場に設置しているエコスポットペーパーリ
サイクル施設に通じている電気の配線コード
が切断されていることに気づいた。

賠償責任
事故

除草作業 1件
電気配線
コード切
断

カントリーエレベーター荷受場で就業中、２
トントラックにフレコン袋を搬入してこられ
た生産者のトラックの荷台の扉を開けて、荷
台の後部から左足を掛けて荷台に上がろうと
した時右足の内側が外側に開くような形にな
り、膝に痛みを感じた。そのため踏ん張りが
効かなくなり、下に滑り落ちた。

労働者派遣
傷害事故

右膝奥の骨
ヒビ骨折

、右足上部
腫れ

1件
通　院
（労災）



②安全・適正就業パトロールの実施

　竜王町シルバー人材センターの安全衛生委員会（安全衛生委員長・副委員長・

地域班班長・副班長・理事長・事務局長・事務局職員で構成）毎月1回委員会実

施と現地パトロールを開催いたしました。

・滋賀県内のシルバー事故事例、件数報告

・竜王町シルバー人材センターの事故発生状況報告

・全国シルバー人材センター事業協会「安全ニュース」報告

・町の現状、活動の意見交換と協議

・現地パトロールの実施

事　　　業　　　内　　　容 参加者数

剪定枝チップ作業
川守　　川守リサイクルセンター　　作業者　２名

屋内清掃作業
小口　　　濃飛倉庫運輸　㈱　　作業者　２名

野菜の洗浄、カット等作業
山之上　　竜王食品　㈱　　　作業者　３名

９名
除草作業
鵜川　　　個人宅　　　　　　作業者　２名

第５回

１月１２日
（火）

コンテナの清掃作業と折りたたんで梱包作業
鏡　　　㈱マブチ　　　　　作業者　２名

第６回
11月11日

（水）

剪定作業
林　　　　個人宅　　　　　　作業者　２名

第８回

第４回
９月　８日

（火）

剪定作業
岡屋　　　個人宅　　　　　　作業者　５名

７名
除草作業
西山　　　個人宅　　　　　　作業者　３名

剪定枝チップ作業
岡屋　　　ドラゴンハット　　作業者　４名

第３回
８月　４日

（火）

　剪定作業
山中　　　個人宅　　　　　　作業者　２名

第１回
7月７日
（火）

第２回
７月２１日

（火）
８名

８名

剪定作業
川守　　　個人宅　  　　　   作業者　２名

実　施　日

９名

剪定作業
西川　　　個人宅　　　　　　作業者　２名

第７回
12月　8
日（月）

剪定作業
小口　小口自治会　深田池周辺松並木　作業者　１２
名 ８名

９名除草作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬
師　公益財団法人　滋賀県希望が丘文化公園　作業者
６名

10月13日
（火）

６名
除草作業
鏡　　　　㈱マブチ　　　　　作業者　８名



2月26日（金）県連合会主催の令和2年度安全適正就業推進委員会がオンライン

会議で研修会が開催され、安全衛生委員会委員長、除草班班長、事務局2名が参加し

ました。今年度、除草作業の賠償責任事故が滋賀県下で大変増加しており、賠償責任

事故の全体６９％を占めていることが報告されました。シルバー会員は就業にあたっ

て「決められたルールを厳守する義務がある」ことを常に自覚してほしいことや、起

こった事故原因のほとんどは、ちょっとした油断、イライラした心情や焦りが安全を

除外しているこから、どの事故も少し注意していれば防げることで、常に安全意識を

もって就業することが大切であるとの研修内容でした。

③安全・適正就業講習会

　講習会については、コロナ禍のため、中止しました。

④派遣会員対象接遇講習会

　労働者派遣事業による係る接遇講習会についても、コロナ禍のため、中止しました。

（２）会員募集拡大の取り組みについて

　町内全戸に業務内容のパンフレットを配布し、毎月第３水曜日にシルバー会員入会

説明会と、臨時の入会説明会を開催し、新入会員の促進を図りました。

今年度、コロナ禍により各自治会の公民館等を借用して行う地域への入会説明会は

中止しました。

今年度は、１１名が入会いただきましたが、退会者が２５名あり１４名の減少とな

りました。女性会員の増加、および会員の配偶者（夫または妻）の入会促進のため、

センターだよりに掲載し会員募集をしました。

〇町内全戸に業務内容のパンフレットを配布

〇竜王町シルバー人材センターの広報誌に入会説明会の掲載

〇女性会員の拡大

１月１２日
（火）

コンテナの清掃作業と折りたたんで梱包作業
鏡　　　㈱マブチ　　　　　作業者　２名

第８回
コンテナの空き箱を取引先別に仕分けして梱包作業
鏡　　　㈱マブチ　　　　　作業者　１名

９名

９名

3月　９日
（火）

剪定作業
山中　　　個人宅　　　　　作業者　3名

第10回

早朝からの積雪により現地パトロールは中止に

安全衛生委員会の開催

７名
２月９日
（火）

第9回



〇配偶者（夫または妻）の入会促進

〇役員（理事・監事）の地域での会員勧誘と入会説明会への参加

〇毎月1日発行のシルバーセンターだよりに会員勧誘の記事の掲載と入会説明会の

　日程のお知らせ

〇会員1名で1名紹介．口コミ運動の実施

（３）派遣就業開拓について

①新規就業開拓

　就業機会については、町内の一般企業・商店等を訪問し、就業開拓を実施いたしま

した。これにより１社の就業職種の増加により新規就業が可能になりました。各企業

への工場内軽作業の増加により、新入会員の就業機会は益々増加しています。

② 労働者派遣事業の推進と拡大

　現役世代のサポート事業として労働者派遣就業を増加すべく取り組んでまいりまし

た。

　労働者派遣事業については、派遣先の景気の動向によって、前年度派遣就業の契約

金額比は、ー８,８１５千円の減少となりました。

　今後も更なる派遣事業の拡大に向けて、積極的に取り組んでまいります。

（４）生きがいの充実ボランティア活動の推進

　①交通安全啓発活動

　のぼり旗街頭啓発立ち番

　春と秋の全国交通安全運動期間中に、のぼり旗による交通安全街頭啓発活動を町内

2ゕ所に於いて実施し、子どもと高齢者の交通事故防止の啓発をしました。

春の全国交通安全運動期間（４月　８日～１５日）

秋の全国交通安全運動期間（９月２１日～３０日）

実施日 事　　業　　内　　容 参加者数

　８名

第８～第１０ブロック班長・副班長・理事・監事・担当職員 　８名

実施日 事　　業　　内　　容 参加者数

１０名

４月１０日
（金）

第６～第　７ブロック班長・副班長・理事・担当職員

第１～第　２ブロック班長・副班長・理事・担当職員 　９名

第３～第　５ブロック班長・副班長・理事・担当職員

４月　８日
（水）



＊　開催時間は、7時００分から７時３０分

　②竜王幼稚園・竜王西幼稚園除草ボランティア活動

　コロナ禍のため中止しました。

　③令和２年度「シルバー環境美化の日」

　秋のシルバー県下一斉ボランティア清掃、空き缶拾いについて、町内各河川の堤防

を各地域ブロック別に分かれて実施いたしました。

カ　ン １４袋

ビ　ン 　３袋

可燃物 ３３袋

合　計 ５０袋

④女性部　レディースの会の活動について

　〇女性会員　　令和3年3月1日現在会員数　　８０名　

　〇子育て支援きらきら交流会　ボランティア活動

一般町民参加の子育て支援、キッズルーム”きらきら”は、コロナ禍のため中止し

ました。

　〇子育て支援フェスティバル　イベント

（主催：公益社団法人　滋賀県シルバー人材センター連合会）

　コロナ禍のため中止になりました。

⑤竜王町役場周辺　清掃、除草ボランティア活動

　竜王町役場周辺の清掃、除草ボランティア活動を会員さんのご奉仕により実施させ

ていただきました。

実　施　日

9月２５日
（金）

第１～第　２ブロック班長・副班長・理事・担当職員

１０月１４日
（水）

8:30～10:30
９３名

竜王町内
一円

河川堤防

　　　　河川清掃（ブロック別）

　（プラスチック含む）

実施日 事　業　内　容　・　参　加　者　数

１０名

第３～第　５ブロック班長・副班長・理事・担当職員

9月２９日
（火）

第６～第　７ブロック班長・副班長・理事・担当職員 　８名

第８～第１０ブロック班長・副班長・理事・監事・担当職員

事　　　業　　　内　　　容
参加
者数

開催場所

シルバー環境美化の日　

　9名

１1名



　⑥高齢者の料理講習会

　コロナ禍のため中止しました。

⑦地域班の活動について

〇地域班　班長、副班長（当該地域班に所属する会員の中から互選により選出25名）

・会員に対する連絡事項の伝達および文書等の配布

・会員の意見や希望の集約および必要な情報収集、事務局への伝達調整

（５）企画提案、独自事業の取り組み推進について

　①竜王町シルバー人材センター　独自事業

匠の熊手製作事業については、着実に事業として定着をしてきました。

ドラゴンコンポについて、堆肥化販売事業として継続して取り組んできました。

剪定枝チップ化について、資源の有効利用を図るため実施してきました。

〇開会あいさつ後、各清掃場所に移動

〇清掃場所

　　　役場本庁舎周辺、防災センター周辺

　　　勤労福祉会館、保健センター周辺

項　目 事　　業　　内　　容 前年末 生産数 販売数 残　数

　　　竜王町図書館周辺

　　　竜王幼稚園北側景観保全場所

〇鎌による草むしり、清掃作業　等

247本 162本163本

ドラゴ
ンコン
ポの製
造

販売面について採算面では大変厳しい
ですが、リピーターのお客様からご注
文を頂き好評を得ており、継続事業と
して取り組みました。

匠熊手
製作事
業

　　年間販売数　　３１４袋

７年目の匠の熊手製作は着実に定着、
市販の熊手より価格は高いですが、神
社やお寺、庭園業者等から人気があ
り、近隣の金物店及び個人商店より多
くの注文をいただいています。

246本

　　　竜王町公民館、シルバー周辺

〇参加者数　　　　　　８４名

3月１３日
（土）
8:25～
9:45

竜王町役場周辺　清掃、除草ボランティア活動



（６）シルバー役員研修会について

　他府県への先進地視察研修会は、コロナ禍のため中止しました。

資源の有効利用を図るため前年度に引
き続き、堆肥化して事業を実施しまし
た。

剪定枝
チップ
化



公益社団法人

竜王町シルバー人材センター
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