
  

令和元年度 事業実績報告 

1. 概要 

 みやま市は県下の中でも高齢者の多い市で、健康寿命を延ばすことが課題となって

います。シルバー人材センター事業は、健康寿命を延ばすことに、多いに貢献できる

事業です。市と連携を取りながら高齢者の生きがいづくりに取り組んできました。 

 センターは、社会参加の意欲のある高齢者のために、知識・経験・技能等に応じた

就業等の活動機会を組織的に提供することで、高齢者の生きがいの充実及び福祉の増

進を図り、活力ある地域社会づくりに寄与しています。   

しかしながら、当センターでは会員が減少傾向にあり、特に屋外作業の会員が減少

し、発注者の方にお待たせする状況があります。会員拡大に向けての取り組みが重要

課題となっています。令和元年度は、会員拡大、会員の就業の場確保に向けて、新た

に粉砕事業・食品加工事業をスタートしました。未就業者及び新規加入会員の就業に

つなげることができました。まだ、課題はありますが、充実規模拡大につなげていき

たいと考えています。 

令和元年度の請負事業実績は 110,637,805 円、派遣事業実績は 28,407,966 円とな

りました。請負事業は 13,654,042 円の増です。新たに始めた独自事業については、

1,069,563 円の増です。また、派遣事業は,44,117 円の減です。請負事業の増は、校舎

開閉管理業務等を請負に切替えたためです。 

就業でお待たせしている、屋外作業の就業会員の確保、新たな就業機会の確保が課

題となっています。 

 センターは、高齢者の生きがいの充実と福祉の増進、活力ある地域社会づくりに寄

与するため、次の事業を実施しました。また、公益社団法人の運営に沿った適正な法

人運営に努めてきました。 

 

（事業実施実績） 

 

一 雇用によらない臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係る就業機会

の確保・提供事業、社会参加への支援（公益目的事業） 

 

就業開拓提供等事業 

 

（１）受託事業（一般） 

   就業の提供にあたっては地域から発注された情報を可能な限り高齢者に周知

し、そのうえで的確な高齢者に就業機会を提供するなど、高齢者の希望、能力に

応じて公平に就業機会の提供を行うとともに、できるだけ多くの高齢者が就業機

会を得られるよう、グループ就業やローテーション就業などを進め、仕事の分か



  

ち合いに適切に配慮しました。 

①  令和元年度実績 

就業実人員 就業延人員 就業率 契約金額 

161人 20,506人日 95％ 106,405 千円 

 

② 主な就業分野 

  技能、技術分野 

家庭、民間事業所、公共から依頼の剪定、塗装、左官、大工工事などの営繕作

業、などを実施しました。 

 

  一般作業分野 

家庭、民間事業所、公共から依頼の草刈り、除草、清掃作業、屋外清掃作業、

ごみ処理作業を行いました。 

 

  サービス分野 

   高齢者等世帯の掃除、引越し前後の掃除などの福祉家事援助サービスを実施し

ました。 

 

 

（２）受託事業（業務委託） 

   あたご苑などの施設管理業務、主として地域に密着した市民生活にかかわりの

深い仕事です。 

 

就業実人員 就業延人員 就業率 契約金額 

5人 593人日 100％ 2,301千円 

 

（３）独自事業 

   高齢者の知識・経験・能力を生かし、地域社会へ多種多様なサービスを提供す

るため独自の創意工夫により次の事業を企画し、実施しました。 

 

①  実施事業 

  市の特産品である竹を活用した竹細工、竹炭、竹酢液等製造販売など多様な活用

を行いました。私たちの宝の海、有明海を守る河川浄化、EM活性液、無農薬防除

液シルバーAI（愛）みやまによる濃施山公園の池の浄化、スズメバチ捕獲器により

公園の安全確保、農薬栽培によるシルバー農園、新たに、剪定後の剪定屑粉砕事業、 

 農園で栽培した菊芋等の食品加工事業を実施しました。 



  

就業実人員 就業延人員 就業率 契約金額 

15人 496人日 100％ 1,932千円 

 

二 雇用による臨時的かつ短期的な就業又は、その他の軽易な業務にかかる就業機会

の確保・提供事業 

 

１ 職業紹介事業 

 

  雇用を希望する高齢者に臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務の範

囲において就職を斡旋する。また、求人・求職の取扱いについては、職業安定機関

と連携し、雇用情報等の収集、情報交換を行う。 

 

２ 労働者派遣事業 

 「臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務」の範囲内において派遣を希望

する高齢者に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する

法律」に基づき労働者派遣事業を実施しました。  

 

就業実人員 就業延人員 就業率 契約金額 

46人 3,627人日 100％ 28,408千円 

 

三． 高齢者の就業機会の確保や社会参加活動を発展・拡充するための普及啓発、情

報提供、研修・講習、相談、助言、調査研究等（公益的目的事業） 

 

１ 普及啓発事業 

 

（１）広報活動 

   高齢者の入会を促進や就業機会の確保を図るため、行政機関広報誌を活用し広

報を行いました。また、みやま市のまるごとみやま秋穫祭などのイベントに参加

し、シルバーのチラシ配布を行い、普及啓発を図りました。また、介護保険手帳

交付時にシルバー事業の紹介を行いました。 

 

（２）社会参加活動 

   高田濃施山公園で 5月 5日に行われる鯉恋来まつりに準備や当日の運営に延べ

50 人近い会員がボランティアとして参加し、まつりを盛り上げました。また 10

月に、みやま市役所の本所、支所等の草刈、除草、剪定、清掃などのボランティ

ア活動に 90名の会員が参加しシルバー事業の浸透を図りました。 



  

（３）地域交流活動 

   小学生の環境学習として、ダンボールコンポストでの生ゴミ堆肥作成教室、環

境浄化用シルバーAI（愛）みやま作成教室など開催し地域との交流を図りました。 

 

２ 安全・適正就業推進事業 

 

（１）安全就業対策 

    安全就業適正委員会を中心に安全体制の確立、作業現場への巡回パトロール

を実施し、安全就業の徹底、事故防止に努めました。 

   7 月の安全普及月間に、100 名の会員参加でセンターの安全就業促進大会を開

催しました。みやま市の保健士より、熱中症対策の講習を受けました。1月に高

齢者講習、2 月に草刈り機取り扱い講習会を実施しました。3 月に予定していた

剪定講習会は、新型コロナウイルスの関係で中止しました。会員更新時に、健康

診断受診の促進を行いました。 

 

（２）適正就業の徹底 

   シルバー事業における就業内容は、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽

易な業務」が基本であり、高齢者にふさわしい仕事の提供を念頭に、関係法令の

遵守、適正な事業運営を推進しました。また、現在受注している請負就業につい

ての見直しを行いました。   

 

３ 相談事業 

 

（１）就業相談の実施 

 

   正会員及び地域の高齢者を対象に、随時、来訪や電話等による就業相談 

を行ってきました。 

 

（２）入会説明会の実施 

    

   入会を希望する高齢者を対象に、毎月 2回開催しました。開催日時等は、市の

広報等の回覧及び配布で周知を図ってきました。シルバーの就業内容についても

いっしょに周知を図りました。 

 

４ 研修・講習事業 

   草刈り機取り扱い講習会、剪定講習会、接遇講習会、料理講習会など、会員の

安全確保、技術向上、マナー向上、健康管理を図りました。 



  

令和元年度各種行事 

１、理事会開催状況 

 

回 開催年月日 審議内容 

 

 

１ 

 

 

元、5、10 

1．新入会員について 

2．平成 30年度補正予算について 

3．平成 30年度事業報告及び決算報告について 

4．平成 30年度予算比較実績報告書について 

5．令和元度事業計画・収支予算について 

6．令和元度度定時総会について 

報告事項 

 

 

２ 

 

元、6、24 

 

1．安全就業促進大会について 

2．規約改正 

安全就業推進要綱（就業期間等） 

安全就業基準指導要綱（就業年齢制限） 

3．新規事業について  

報告事項 

 

 

３ 

 

元、9、25 

 

 

1．配分金等について  

2．会員増・就業拡大の取り組みについて 

3．普及啓発月間の取り組みについて 

4．令和 2年度役員体制・事務局体制について 

報告事項 

 

 

 

４ 

 

 

元、11、25 

1．規約改正について 

  理事監事選考委員選任について 

  嘱託職員就業規則について 

2．理事・監事選考委員選任について  

3．就業拡大等について 

4．会員更新について 

5．会員更新不適格者について 

報告事項 

 

 



  

 

５ 

 

2、1、29 

1．規約改正について 

   嘱託職員の給与月額について 

   嘱託職員の業務手当について 

2．令和 2年度事業について  

報告事項 

 

 

 

６ 

 

 

2、3、25 

1．令和元年度収支補正予算について 

2．令和元年度事業実績決算見込について 

3、令和 2年度事業計画予算案について 

4、令和 2年度理事・監事及び特別会員について 

報告事項 

 

 

 

２、安全適正就業委員会会議等開催 

 

 

４月 

第 1回 安全適正就業委員会 

 

 

５月 

第 2回 安全・適正就業委員会 

安全パトロール実施 

 

6月 

第 3回 安全適正就業委員会 

安全パトロール実施 

 

7月 

みやま市シルバー 安全就業促進大会 

第 4回 安全・適正就業委員会 

安全パトロール実施 

 

8月 

連合会主催 安全就業促進大会 

第 5回 安全・適正就業委員会 

安全パトロール実施 

 

9月 

連合会主催 安全適正就業パトロール 

第 6回 安全・適正就業委員会 

安全パトロール実施 

 

10月 

第７回 安全・適正就業委員会 

安全パトロール実施 

 

11月 

第８回 安全・適正就業委員会 

安全パトロール実施 

 

12月 

第９回 安全・適正就業委員会 

安全パトロール実施 



  

 

1月 

第 10回 安全・適正就業委員会 

安全パトロール実施 

安全就業祈願祭 

高齢者安全講習 

 

2月 

第 11回 安全・適正就業委員会 

安全パトロール実施 

草刈講習会 

 

3月 

第 12回 安全・適正就業委員会 

元年度活動の反省 

 

 

 

※ 講習会 

    高齢者講習会 1月 草刈講習会 2月 ハーバリウム講習会 2月 中止 

剪定講習会 3月 中止  接遇講習会 3月 中止   

 

※ 地域班会議 

  中止 

 

※ シルバー団体傷害保険等の適用件数 

骨 折 … 1件        その他  … 0件 

打 撲 … 0件    損害賠償… 1件 

傷 害 … 0件    合 計 2 件 


