
令和元年度事業報告 

 

 

１ はじめに 

  我が国の総人口は 1億 2,644万人（平成 30年 10月１日現在）で、うち

3,558万人が 65歳以上人口です。総人口に占める 65歳以上人口の割合（高

齢化率）は 28.1％で、うち 65歳から 74歳までは 13.9％、75歳以上は

14.2％となっています。この高齢化率は 35年後の令和 37年には 38％台に突

入すると推計されています。 

  一方、大津市における高齢化率は令和２年１月１日現在、26.6％で全国水

準を 1.5ポイント下回る数値を示していますが、20年後の令和 22年には全

国水準の 35％に肩を並べるといわれています。 

  このような社会情勢を受け国では、生涯現役社会の構築を図るための多様

で様々な施策を推進しています。内閣府が示した「高齢社会対策大綱」で

は、エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備を進めるとして、多様

な形態による就業機会・勤務形態の確保を掲げています。その中で、「地域

の日常生活に密着した仕事を提供するシルバー人材センター事業を推進す

る。」とし、さらに、「地方公共団体が中心となって、シルバー人材センタ

ー、事業主団体、労働者団体など地域の様々な機関と連携して高齢者の就業

機会を創る取組を推進する。」とあります。 

  令和元年度、公益社団法人大津市シルバー人材センター（以下「センタ

ー」と言います。）は、高齢化が今後ますます進展していく中で、地域にお

ける生涯現役社会の実現に資するため、会員の皆さまを始め、多くの市民の

皆さまや大津市等の公共機関のご支援・ご指導をいただきながら、公益目的

事業、収益事業および職業紹介事業等の事業を行いました。 

 

２ センター事業の実施について 

  当センターは、令和元年度、請負および労働者派遣に係る「公益目的事

業」、訪問介護や介護予防に係る「収益事業」、会員等高齢者を対象とする

「職業紹介事業」および公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会か

らの委託を受け「高齢者活躍人材確保育成事業」を実施しました。 

（１）請負事業 

区 分 契約金額 就業実人員 就業延人員 備 考 

除草・清掃 167,515千円 453人 28,656人  

剪定 65,282千円 98人 5,790人  

生活支援等 36,930千円 290人 15,431人  

その他 131,747千円 － 人 41,403人 上記以外の事業 

合 計 401,474千円 955人 91,280人  

                （詳細は令和元年度事業実績表参照） 



（２）労働者派遣事業 

派遣先数 契約金額 就業実人員 就業延人員 

95件 100,105千円 237人 17,978人 

 

（３）収益事業 

区 分 契約金額 就業実人員 就業延人員 

訪問介護 48,596千円 96人 13,493人 

総合事業 17,223千円 70人 5,701人 

合 計 65,819千円 106人 19,194人 

 

（４）職業紹介事業 

紹介依頼企業数 紹介依頼件数 応募会員数 採用会員数 

40社 49件 107人 43人 

 

（５）高齢者活躍人材確保育成事業（受託） 

   実施事業名：「地域の語り部」養成講座 

開催回数 参加実人員 参加延人員 

10回 33人 212人 

   開催内容  座学３回 

         現地研修２回（坂本城・膳所城） 

         ガイド練習会１回 

         ガイド発表会１回 

         シルバー実務技術研修３回 

 

３ センター事業運営について 

  平成 30年度に策定しました「中長期経営事業計画」（以下「計画」と言い

ます。）に基づき事業運営を行っています。令和元年度は、的確な計画の進

行を図るため、当該計画の進行管理委員会を設置しました。進行管理委員会

では計画で示した数値目標を中心に事業の進捗や新たな課題等について検討

されました。 

（１）新規会員獲得のための取組み 

ア 入会説明会の開催 

入会説明会の区分 回数 参加人員 入会人員 備考 

一般入会説明会 19回 324人 255人  

出張入会説明会 ４回 80人 55人 
瀬田東・晴嵐 

木戸・堅田 

ジョイント入会説明会 ２回 14人 ６人 落語・体操 

合 計 25回 418人 316人  

 

 



イ 新聞折込みチラシの全戸配布 

○実施日時 令和元年９月 30日（月） 

○配布部数 106,100部（以下７紙の新聞購読世帯へ配布） 

 朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞・京都新聞・中日新聞・日経新聞 

ウ 広報用パンフレット・チラシの作成 

○広報用パンフレット（入会説明会案内用等）を大津市の理解を得て、市

内各支所に配架しました。 

○出張入会説明会案内用のチラシを作成し、地域委員会の協力を得て、開

催会場周辺の住宅に配布しました。 

 

（２）受注拡大のための取組み 

ア 営業活動の実施 

訪問企業数 訪問実施時期 備 考 

15社 令和元年 12月～令和２年１月 公共機関含む 

イ 小冊子「シルバー人材センターのご案内」の増刷 

   平成 30年度に作成した企業訪問等に使用する「シルバー人材センター

のごあんない」を改訂増刷しました。 

   増刷部数 2,500部 

 ウ 事務職種を希望される会員の就業拡大を目的に滋賀県競争入札参加資格

を取得し、結果、文書目録データ入力業務を契約することができました。

10月からの派遣就業で延 318人が就業されました。 

 

（３）未就業対策の実施（就業率の向上） 

令和元年度の就業率は、71.6％で平成 30年度就業率（69.6％）を 2.0

ポイント上回る結果となりました。未就業会員に比較的取り組みやすい就

業を紹介したことや未就業会員の就業を一定程度優先したことで、このよ

うな結果となったと分析しています。しかしながら、計画の数値目標を

0.6ポイント下回る結果となりました。先進シルバーでは就業率 80％を優

に超えているところもあります。事業の拡大とともに分かち合い就業の推

進など引き続き未就業対策を進める必要があります。 

 

（４）安全・適正就業の徹底 

令和元年度の事故発生状況は、傷害事故が７件（前年度比△２件）、賠

償責任事故が 14件（＋４件）の合わせて 21件となりました。重篤事故

（入院６ヶ月以上）は発生しておりませんが、平成 30年度事故件数 19件

を上回る結果となりました。職群班長会議で、逐次、事故事例を報告し安

全意識の徹底を図るとともに「事務局からのお知らせ」においても安全意

識の高揚を図りました。令和元年度は新規受注の除草作業箇所が数多くあ

り、事務局において作業箇所の事前の安全確認や作業中の安全確認を行い



ました。 

   また、安全就業の決起集会といえる「安全・適正就業推進大会」は、

160名を超える会員の皆さんにご出席いただき、生涯学習センターで開催

しました。 

【安全・適正就業推進大会】 

   開催日時 令和２年２月 20日(木) 13時 30分から 

場  所 大津市生涯学習センター（膳所） 

参加者  161名 

議 事  「安全宣言唱和」 

        講演 ① 健康管理と運転 

           ② 刈払い機の安全作業（DVD鑑賞） 

 

（５）地域社会への貢献 

14の地域委員会では、会員相互の連携・親睦を深めることを目的に、本

年度も数多くの地域の関係団体等と連携したボランティア活動や役員会

議、親睦事業等を企画、実施されました。 

地域ボランティア活動は、全体で 192回開催され、延べ 1,330名の会員

が参加されました。園児が書いたかわいい絵とともに「しるばーじんざい

せんたーさん おそうじしてくれてありがとう。」の礼状が届きました。 

   また、全国のシルバー人材センターが一斉に実施する「シルバー環境美

化の日」や「びわ湖毎日マラソン大会清掃ボランティア」にも多くの会員

の皆さんが参加されました。 

【シルバー環境美化の日（一斉清掃ボランティア）】 

活動日 令和元年 10月 16日（水） 

       参加人員  219名 

【びわ湖毎日マラソン清掃ボランティア】 

活動日 令和２年２月 29日（土） 

       参加人員  148名 

 

（６）配分金単価の見直し 

   毎年滋賀県内の最低賃金が見直され上昇していく中で、当センターの配

分金基本単価（請負）は、長年据え置きとされてきました。受注額の減少

も心配されましたが、他のシルバーの状況も参考に配分金基本単価を４月

１日から 820円を 910円に引き上げました。また 10月から消費税の増税

が実施され、930円に改訂しました。お客様のご理解をいただき、見直し

に係る苦情はありませんでした。 

 

（７）会員相互の親睦の確保 

   会員相互の親睦を図ることは、当センターのコンセプト「人生１００



年！！ 笑って生きる」につながります。会員募集も兼ねて平成 30年から

実施している「グラウンドゴルフ大会」は、悪天候のため残念ながら中止

とさせていただきましたが、「会員の親睦旅行」や「写真教室」は開催で

きました。 

【会員の親睦旅行】 

開催日 令和２年２月 26日（水） 

  旅行先 長浜市盆梅展、多賀町キリンビール滋賀工場 

参加人員  37名 

【写真教室】 

  開催回数  ６回 

   開催内容  座学および作品検討会 ４回 

         現地撮影会（近江神宮）１回 

         撮影小旅行（信楽）  １回 

         作品展示会（安全・適正就業推進大会会場） 

 

（８）事務局業務の一層の的確化、効率化 

作業の機械化を進めることで競争力を高めるとともに、引続き、ふご袋

等の一括購入を行うことで経費の削減に務めました。また、事務局の執行

体制をグループ制に移行して２年が経過し、業務をグループで対応するな

ど、その効果が認められました。なお、事務作業においては、収支見通し

の的確化を図るため、個々の契約書を単位として動向を把握することとし

ました。 

 

（９）ホームページのリニューアル検討 

センターの認知度向上を図るとともに「かんたん入会(Ｗｅｂ入会

等)」、「会員特典事業」および「会員専用サイト（Smile to Smile)」の利

用促進を図るため、専門業者とともにリニューアルの検討を行いました。

令和２年度上半期にリニューアルの予定です。 

 

（10）研修会の実施について 

研修名 開催回数 参加人員 備 考 

乗用草刈り機操作研修会 ３回 36人  

剪定技能向上研修会 １回 20人  

福祉・新人研修 11回 83人 接遇・個人情報の取扱い等 

福祉・経験交流会 ３回 48人  

子育て研修会 ２回 26人 
・調理（子ども向けメニュー） 

・絵本の読み聞かせ 

介護技術等研修 ６回 91人 認知症・権利擁護・感染症ほか 

（詳細は令和元年度事業実績表参照） 



（11）拠点の整備について 

長等作業所でアスベストの飛散が確認され、止む無くその使用を中止し

ていましたが、ＪＡレーク大津の協力を得て坂本に作業所を設置すること

ができました。長等作業所の機能の一部を移転し事業を継続していきま

す。また、南部・東部地域の除草作業等の受注拡大を受け、その作業効率

の向上を目的に上田上に機材等用倉庫を借用しました。 

 

４ センターの役員会議等の開催について 

  自主・自立、共働・共助の理念のもと各種会議を開催し、熱心な検討をい

ただきました。 

会議名 開催回数 所属役員数 

理事会 ６回 17名 

執行役員会議 ６回 ３名 

事業部会 １回 ４名 

福祉部会 ６回 ９名 

地域委員長会議 ５回 15名 

広報委員会 ８回 ６名 

中長期経営事業計画 

進行管理委員会 
２回 ５名 

除草班長会議 ５回 13名 

剪定正副班長会議 ５回 15名 

 （詳細は令和元年度事業実績表参照） 


