
公益社団法人 大津市シルバー人材センター 

令和２年度事業報告 

 

１ はじめに 

令和２年の年明けから始まりました新型コロナウイルスの感染拡大は、年

度当初に緊急事態宣言が発出されたものの、その後数次の感染拡大が認めら

れ令和２年度はまさに新型コロナ感染禍の１年でした。新型コロナウイルス

は特に高齢者が罹患すると重篤化する率が高くなると言われ、会員の皆さん

は細心の注意を払われ､元気に就業されました。 

  このような大変厳しい情勢の中にあって、公益事業におきましては、新型コ

ロナウイルスの影響を受け、大幅な契約の変更や発注止めがありましたが、経

常収益で業績が伸びた令和元年度実績のマイナス 7.1％に留めることができ

ました。 

また、収益事業においてもマイナス 2.9％となりました。収益事業は、ここ

２年間減少傾向にあります。この減少傾向を改善し、また、団塊の世代が後期

高齢者の仲間入りをされ、訪問介護への要請が見込まれる 2025年以降の高齢

社会に積極的に対応していく必要があります。このことから当センター福祉

部会で、課題を整理し、改善のための対応策が取りまとめられました。今後、

この対応策を継続的に PDCAサイクルに乗せて、事業の拡大を図る必要があり

ます。 

新型コロナウイルスは人の動きを抑制する対策が講じられますが、このよ

うな中にあっても、感染等の事故もなく、中長期経営事業計画に基づき、賑や

かに「グラウンドゴルフ大会」や「ブランチ大津京で入会説明会＆ミニイベン

ト」が開催できました。 

 

２ センター事業の実施について 

  当センターは、令和２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「収益目的事業」、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）公益目的事業 

①請負事業（収益目的事業含む） 

区 分 契約金額 就業実人員 就業延人員 備考 

除草・清掃 150,995千円 405人 25,665人  

剪 定 67,086千円 103人 5,897人  

生活支援 28,927千円 235人 12,740人  

その他 125,857千円 － 人 40,067人  

合 計 372,865千円 861人 84,369人  

                （詳細は令和２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 

79件 98,681千円 244人 17,261人 

（２）収益目的事業 

区 分 契約金額 就業実人員 就業延人員 

訪問介護 45,064千円 89人 12,411人 

総合事業 18,187千円 73人 6,014人 

合 計 63,252千円 100人 18,425人 

 

（３）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 

23社 30件 75人 24人 

 

（４）高齢者活躍人材確保育成事業（受託事業） 

   実施事業名：「放課後児童支援員サポーター」養成講座 

開催回数 参加実人員 参加延人員 

10回 24人 191人 

   開催内容  座学３回 

         実技５回（ダンス・歌・工作・おやつづくり・読み聞かせ） 

         現場実習２回（唐崎福祉会松の実保育園） 

 

３ センターの事業運営について 

  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」という。）

に基づき事業を実施しました。令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の

防止を最優先に、やむを得ず、「定時総会」を始めとしまして各種会議の「規

模の縮小」、「延期」または「中止」の措置を執りました。また、行政や滋賀県

シルバー人材センター連合会等からの指導や情報提供を受けながら、事業実

施の可否等を決定しました。 

（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 206人 166人  

出張入会説明会 ３回 25人 19人 晴嵐・木戸・堅田 

Make2ndLife入会説明会 ４回 35人 16人 ２日間開催 

随時入会 － 12人 12人  

合 計 26回 278人 213人  

イ 「Ｍａｋｅ ２ｎｄ Ｌｉｆｅ入会説明会」の開催 

 昨年４月に発出された緊急事態宣言解除後の５月から６月は滋賀県の

感染者数も少ないことから「Ｍａｋｅ ２ｎｄ Ｌｉｆｅ入会説明会」の開



催を検討しました。「三密」が回避できる屋外で、かつ雨天にも対応でき

るブランチ大津京を会場としました。日々の感染者数を確認し、関係機関

の指導も受けて開催することができました。 

   入会説明会の開催に加えて、シルバー事業紹介パネル展示、介護・大掃除・

リフォーム相談会、会員手づくり市および子ども向けバルーンアートを 

開催し、数多くの方々にシルバー人材センターの活動を広報できました。 

    開催日 令和２年９月 27日（日）・28日（月） 

    場 所 ブランチ大津京（大津びわこ競輪場跡地） 

    入会説明会参加者 35名 

    相談会利用者   ３名 

  会員手づくり市の売上げ 175,550円 

  ウ 随時入会制度の導入 

県内他市町のシルバー人材センターが感染症対策の一環として運用さ

れている「随時入会制度」を運用しました。 

随時入会は、センターホームページに掲載した事業スライドを各自が

確認し、理解していただくことが条件となります。感染症対策（三密回避）

に加え、入会希望者の利便性の向上が図れました。 

エ 新聞折込みチラシの全戸配布 

○ 実施日  令和２年９月７日（月） 

○ 配布部数 100,900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 

オ 拠点広報の充実 

大津市を始めとしまして関係機関各位の理解と協力を得て、広報用パ

ンフレット（入会説明会案内等）を配架することができました。 

【配架箇所】市内各支所、市内各あんしん長寿相談所、大津市生涯学習セ

ンター、市役所ロビー、大津市社会福祉協議会、大津市老人

クラブ連合会、大津市社会福祉事業団、市内各老人福祉セン

ター、シニアジョブステーションおよびレイカディア大学 

カ 広報用パンフレット・チラシの作成 

○ 出張入会説明会に１人でも多くの参加をいただくため、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、開催会場近隣

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 

○ 新規立地施設および事業拡大が見込まれる施設へ就業機会確保のた

めの営業活動を行いました。 

○ 除草作業の事業拡大や事務を希望される会員の就業確保を図るため、

積極的に入札参加をしました。 



〇 労働者派遣事業の推進のためホームセンター等を訪問し就業機会の

拡大に努めました。 

イ 大津市入札参加資格の取得 

多様な就業機会の確保を目的として「大津市入札参加資格」を取得しま

した。従前の随意契約の枠を超えて、機会があれば入札に参加していきま

す。 

  ウ 事務職種を希望される会員の就業機会確保・拡大を目的に滋賀県の競

争入札に参加し、事務の派遣業務を獲得することができました。延 930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２年度の就業率は、66.9％で令和元年度就業率（71.6％）を 4.7ポイ

ント下回る結果となりました。新型コロナウイルス感染拡大による全国へ

の緊急事態宣言発出を受け、大津市でも公共施設の休館や学校の休校が決

定されたため、公共の継続した就業が大きく減少した結果と見られます。公

共の就業以外にも一般家庭が感染への懸念から生活支援サービスや子育て

支援サービスを回避される傾向もありました。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

で就業率向上を目指しましたが、計画の数値目標も 6.8 ポイント下回る結

果となりました。新型コロナの動向が心配されますが、就業率の回復のため､

多様な就業を創出する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２年度の事故発生状況は、傷害事故が５件（前年度比△２件）、賠償

責任事故が 14件（±０件）の合わせて 19件となりました。令和元年度事故

件数の 21件は下回りましたが、重篤事故（入院６ヶ月以上）につながる恐

れがある事故も発生しています。「事務局からのお知らせ」や「職群班長会

議」などで、逐次、事故事例を報告し安全意識の高揚を図りました。“安全

はすべてに優先する”を基本に､さらに会員一人ひとりの安全意識の高揚の

促す必要があります。 

   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、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため残念ながら中止しました。 

 

（５）地域社会への貢献 

14 の地域委員会では、新型コロナウイルス感染拡大防止に配意されなが

ら、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 113 回開催され、延べ 856 名の会員が



参加されました。 

   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」や本年を最後に舞台がびわ湖から大阪へ移される「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２年 10月 14日（水） 

       参加人員  146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 20日（土）・21日（日） 

       参加人員   82名 

 

（６）訪問介護事業（収益目的事業）の見直し 

   平成 12年４月の介護保険法施行と同時に訪問介護事業所として業務を開

始した本事業は、これまでセンターの経営を安定的に支えてきました。しか

しながら、近年はヘルパー有資格会員の就業が促進されず、契約金額も平成

28年度の 82,721千円をピークに下降していました。低迷する訪問介護事業

の見直しを図るとともに、超高齢社会の進展でますます需要が高まる訪問

介護への要請に的確にお応えするため福祉部会において対応策が検討され、

「課題解決のための５つの方策」が集約されました。 

   【課題解決のための５つの方策】 

    ① 会員の確保 

    ② 会員の育成 

    ③ 利用者サービスの充実 

    ④ 就業会員の処遇改善 

    ⑤ 会員間の交流推進 

    ※ ④の就業会員の処遇改善については、平成 24 年４月以降据え置か

れていた配分金単価が見直されることになりました。 

 

（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、会場を皇子山陸上競技場に移し

開催しました。「会員の親睦旅行」や「写真教室」等の趣味を応援する事業

は新型コロナウイルス感染禍のため開催できませんでした。 

 【グラウンドゴルフ大会】 

   開催日 令和２年 10月 13日（火） 

   参加人員 121名（うち会員 64名、一般 57名） 

   場 所 皇子山総合運動公園陸上競技場 

 



（８）事務局業務における感染症対策の実施 

緊急事態宣言発令を受け、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

一定期間、事務所機能を分散するため一部業務を坂本作業所へ移しました。

また、事務所入口に顔認識サーモマネージャー（自動検温機）とアルコール

ディスペンサーを設置し感染拡大防止に配意しました。 

 

（９）ホームページのリニューアル 

   見やすさ、分かりやすさ、即時性の確保を目的にホームページをリニュー

アルしました。新しいホームページでは「随時入会」の案内、求人情報の公

開、シルバーフレンドリーショップの掲載等で集客力の強化を図りました。 

   また、アクセス解析機能を付加しホームページ内の閲覧状況を把握でき

るようにしました。 

 

（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 １回 ７人 晴嵐班で実施 

剪定技能向上研修会 １回 19人  

福祉・新人研修 10回 43人 接遇・個人情報の取扱い等 

子育て研修会 １回 12人 調理 

介護技術等研修 ４回 57人 認知症・成年後見制度・調理ほか 

（詳細は令和２年度事業実績表参照） 

 

４ センターの役員会議等の開催について 

  新型コロナウイルス感染禍において、数多くの会議をやむを得ず中止しま

したが、「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 

総務部会 ２回 ４名 

事業部会 １回 ４名 

福祉部会 ８回 ７名 

地域委員長会議 １回 14名 

広報委員会 ６回 ８名 

除草班長会議 ４回 13名 

剪定班長会議 ２回 ６名 

剪定正副班長会議 ２回 16名 

 （詳細は令和２年度事業実績表参照） 


