
令和元年度 事業報告

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

第１ 概要

石川県シルバー人材センター連合会（以下「連合会」という。）では、本格的な少子高齢社会

にあって、高齢者がその有する経験と能力に応じて地域で活躍する場としてのシルバー人材セン

ター事業（以下「シルバー事業」という。）の振興を図り、平成27年度から31年度（令和元年度）

までの５年間を計画期間とした「事業推進計画（中期計画）」を基に、「安全就業の確保・徹底」

「会員の拡大」「就業機会の拡大」を重点項目に掲げ、県内１８センターと一体となって事業

運営に取り組んでいる。

令和元年度の県内のシルバー事業の状況については、

①会員の拡大について、年度末の県内の会員総数は9,721人となり、前年度末と比較して２名

　の減と、増加こそならなかったが、各センターの積極的な取組により、近年続いている減少を

　低く抑えることができた。令和元年度から、国からの委託事業に新たにシルバー事業の周知・

　広報事業が加わり、これを活用して各種の取組を実施した。

②シルバー事業の契約金額は、「請負・委任」が約29億14百万円で前年度比0.6％の減、「派遣」

　が約11億2百万円で0.5％の減、総計では約40億16百万円で0.6％の減となった。

③就業延人員は、「請負・委任」が約645千人で3.4％の減、「派遣」が約204千人で3.2％の減、

　総計では約849千人で3.4％の減となった。

これら事業量の減は、全体的には、令和２年２月頃からの新型コロナウイルス感染症の影響に

よる受注の減、事業の自粛などが影響しているほか、派遣事業については、一部の市町での派遣

業務の大規模な民間委託移行、猛暑であった夏場の受注量の減少などが影響したと考えられる。

連合会における令和元年度の事業の実施については、各センターとの連携のもと、シルバー事

業の周知・広報、センターへの情報提供をはじめ、センター役職員の交流研修の実施、事業運営

に係る相談、支援等に積極的に取り組むとともに、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業並びに

国の委託事業「高齢者活躍人材確保育成事業」を引き続き実施した。

就業機会の拡大については、企業等のニーズ把握調査・訪問、センターの独自事業の取組支援

等を実施した。

安全就業の確保については、安全・適正就業推進大会、事故撲滅推進会議等の開催、衛生委員

会・安全対策協議会の運営、安全パトロールの実施、安全ニュースの会員への周知など、センター

とともに事故防止に取り組み、会員の受傷事故は前年度に比して大幅な減となった。一方、賠償

事故は増加しており、引き続き実効ある取組が求められる。

令和元年度の事業実施状況等は、次のとおりである。
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第２ 法人の概要（令和２年３月３１日現在） 

１ 設立年月日 

平成１０年１０月１日（平成２４年４月１日 公益社団法人に移行） 

２ 会員の状況 

   （単位：センター、会員） 

令和元年度末 平成30年度末 増 減 備  考 

正  会  員 18 18 0 18センター 

賛 助 会 員 37 37 0 18市町、19経済団体等 

３ 事業実績 

令和元年度末 平成30年度末 増 減 

会員数（人） 9,721 9,723 △2 

男性 6,066 6,088 △22 

女性 3,655 3,635 20 

契約件数（件） 43,302 44,468 △1,166 

契約金額（円） 4,015,703,950 4,039,703,173 △23,999,223 

公共 1,393,187,887 1,381,404,194 11,783,693 

民間 2,622,516,063 2,658,298,979 △35,782,916 

総合就業実人員（人） 7,878 7,780  98 

総合就業率（％） 81.0 80.0 1.0 

就業延人員(人日） 849,397 878,969 △29,572 

請 

負 

・ 

委 

任 

契約件数(件） 41,263 42,350 △1,087 

契約金額(円） 2,913,764,767 2,931,954,138 △18,189,371 

公共 943,015,749 931,347,589 11,668,160 

民間 1,970,749,018 2,000,606,549 △29,857,531 

就業実人員（人） 6,637 6,629 8 

就業率（％） 68.3 68.2 0.1 

就業延人員（人日） 645,198 667,953 △22,755 

派 

遣 

契約件数(件） 2,039 2,118 △79 

契約金額(円） 1,101,939,183 1,107,749,035 △5,809,852 

公共 450,172,138 450,056,605 115,533 

民間 651,767,045 657,692,430 △5,925,385 

就業実人員（人） 2,053 2,028 25 

就業率（％） 21.1 20.9 0.2 

就業延人員（人日） 204,199 211,016 △6,817 
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第３ 事業の実施状況

Ⅰ シルバー人材センター事業

【シルバー人材センター事業の運営に対する支援等】

１ 普及啓発事業

シルバー事業について、広く県民各層の理解と認識を得て、会員の拡大、就業機会の拡大

など事業の活性化に資するため、周知・広報をはじめ普及啓発事業を実施した。（国の委託事

業を活用した周知・広報事業の詳細については、後掲）

(1) 普及啓発イベント「シニアフェスタ」の開催（４回）

５月29日金沢市、６月27日小松市、７月25日輪島市、10月10日金沢市（秋の陣）

(2) テレビコマーシャルの制作・放映

県内民放４社：５～７月、10月、１～２月

(3) 新聞広告の掲載及び周知・広報紙の新聞折込の実施

新聞広告17回、新聞折込３月17日（県内全域）

(4) バス広告の実施

路線バス車体側面への周知・広報看板の掲出（18路線）

(5) シルバー周知用車両マグネットの作成・配布

センター及び連合会の使用車両の側面に周知・広報用マグネットシートを掲出

(6) 周知・広報のためのポスターの作成・配布

公共機関等に配布し、掲示を依頼

(7) ハローワークにおけるセンターの出張相談（入会説明）の実施支援

県内５か所のハローワークにおいてセンターから出張して定期的に実施

(8) 普及啓発推進専門委員会の開催（８月７日）

(9) 機関誌「シルバー連合会いしかわ」の発刊（７月(第42号)・１月(第43号)各800部作成、

センター、石川県、県内市町、石川労働局ほか関係機関へ配布）

(10)経済団体広報誌による広域的な広報の実施

「石川県中小企業団体中央会広報誌」に就業拡大広告を掲載（５回）

(11)行政等の広報誌等の活用、報道機関への積極的な情報提供（連合会及びセンターの普及

啓発活動計画等を情報提供

(12)「シルバー人材センター事業普及啓発促進月間（10月）」にあわせて啓発活動を実施

◇ 街頭での啓発資材の配布（10月10日、ＪＲ金沢駅前、ポケットティッシュ等配布）

◇ センターへの活動支援用品として「会員拡大用ポケットティッシュ（36,000個）、折り

紙(3,000セット）、シャボン玉（2,000セット）、キッチン用品１種（5,000個）等の作成

及び配布（ほかに、冬季用としてマスク（15,000枚））

(13)連合会主催グラウンド・ゴルフ大会の開催（10月17日、かほく市、参加者204人）
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(14)ホームページを活用した周知・広報

技能講習日程や各種イベント情報など、ホームページによる一般の利用者への情報提供

に努めた。（定款、財務諸表、事業計画・実績、派遣手数料率、各種講座案内、お知らせ等）

(15)業界誌「月刊シルバー人材センター」の購入・配布

毎月６５部を購入し、センター、市町など関係機関及び賛助会員へ配布した。

(16)行政機関等への要請

シルバー事業について、一層の理解と支援を得るため、石川県知事、石川労働局長に対

し要請活動を行った。さらに、石川県市長会、石川県町長会等に対しても要請を行った。

訪問要請 ８月21日：石川労働局

８月28日：石川県、県市長会、県町長会、自由民主党石川県支部連合会

(17)センター未設置地域への対応

シルバー事業の全県下での展開を図るため、未設置町を訪問して、シルバー事業の説明

を行った。（1月17日：川北町）

２ 安全・適正就業対策推進事業

県内全域で安全・適正就業対策を効果的かつ着実に実施するため、「安全・適正就業推進事

業計画」に基づき、安全・適正就業の推進に係る研修、パトロール及び適正就業に係る指導

を実施した。

(1) 事故撲滅推進会議の開催（４月22日）

県内事故の状況説明、作業別意見交換（刈払作業・剪定作業）

(2) 安全・適正就業推進員の配置及び安全・適正就業推進専門委員会の開催（６月28日）

(3) 安全・適正就業強化月間の設定（７月）、安全パトロールの実施など

◇ 　安全・適正就業の懸垂幕及びのぼり旗を掲示（７月、連合会・各センター）

◇　 安全・適正就業パトロールの実施（５センター、10カ所）

◇　 安全・適正就業に関する標語募集及び表彰（応募数96点）

◇ 　安全・適正就業推進大会の開催（７月３日、金沢市：参加者125人）

安全就業標語入選者表彰、安全就業に関する講演、事例発表ほか

(4) 事故防止意識の徹底、健康保持情報提供、事故状況の把握・分析等

◇ 会員向け「安全ニュース」の作成・配布

・５月 25号「事前に事故を防ぐには・平成30年度事故状況」

・６月 26号「ハチ刺され対策・熱中症対策」

・９月 27号「転倒防止・転倒予防体操」

・11月 28号「認知症とは？・認知症予防」

・１月 29号「健康診断受診・高齢者ドライバー事故」

(5) 安全衛生管理体制の整備推進
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主として派遣労働会員及び連合会職員の安全確保等について協議・推進する衛生委員会

とは別に、新たに安全対策協議会を設置し、請負・委任で就業する会員の安全確保、事故

防止等について協議・推進するなど、安全衛生管理体制の整備と推進を図った。

◇ 連合会衛生管理者の選任及び届出など

衛生管理者の補充等で１名の選任、金沢労働基準監督署へ届出（５月13日）

◇ 衛生委員会・安全対策協議会合同会議の開催（毎月１回開催）

【衛生委員会構成】

委員11人(産業医、衛生管理者、安全就業担当者、職員等の代表、管理者)

【安全対策協議会構成】

委員は県内センターの事務局長全員18名、ローテーションで合同会議出席

【合同会議議題】

安全衛生計画、事故発生状況・原因・再発防止、就業時の各種事故防止対策、交

通事故防止、健康保持、認知症予防等

◇ 産業医による巡視の実施（派遣先事業所２社）

小松市内（機会部品錆取り等）、白山市内（プラスチック製品洗浄等）

◇ 産業医による健康情報の提供

健康情報提供（機関誌「シルバー連合いしかわ『衛生委員会 掲示板』」２回）

◇ 衛生管理者（センター駐在者）による巡視の実施

(6) 安全就業研修の実施

◇ 「認知症施策の推進～認知症の現状と課題、行政の主な取り組みについて～」、「金沢

市シルバー人材センターの安全対策について」（７月３日、金沢市：参加者120人）

(7) 派遣先で人員輸送業務を担当する派遣会員を対象とした、安全運転技能講習（10月～11

月実施：講習受講者103人）及び健康チェック（163人）の実施

(8) センターが行う安全研修への連合会からの講師派遣

・剪定・除草関係安全講習：５月28日穴水町センター、７月19日小松市センター

・派遣会員向け「安全就業と健康管理」：1月23日及び30日野々市市センター

(9) 交通安全の推進

◇ 石川県交通安全推進協議会活動の推進に協賛し、推進機関としてセンターに対し活動

の周知とともにセンターと連携して活動を実施（春・夏・秋・年末の交通安全運動の

周知、活動推進、高齢者の交通事故防止に取り組んだ。）

(10)安全就業等の啓発資材の作成及び安全就業等の資材の購入・センターへの配布

◇ 草刈用チップソー「岩間ミラクルパワーブレード」72個

◇ 刈払機用チップソー安定板「ジズライザー」60個
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県内のシルバー関係事故発生状況

（単位：人）

① ②
区 分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 ②－①

請負・委任 ８０ ８８ ７４ －１４
会員の
受傷事故 派遣(労災) ９ １６ ９ － ７

小計 ８９ １０４ ８３ －２１

請負・委任 ５３ ５１ ６５ ＋１４

賠償 ４ １ ３ ＋ ２
賠償事故 派遣

その他 １３ １３ １６ ＋ ３

小計 ７０ ６５ ８４ ＋１９

合 計 １５９ １６９ １６７ － ２

３ 就業開拓等事業

多様化する地域のニーズや会員の就業希望に対応するため、新たな就業先、就業分野の開

拓、拡大、情報の収集等及びセンターへの情報提供を実施した。

(1) 就業開拓推進専門委員会の開催（８月７日）

(2) ハローワークにある求人企業情報を収集し、派遣先候補を抽出

(3) 派遣就業候補事業所及び派遣実績事業所へアンケート調査を実施し、事業所のニーズを

把握してセンターへ情報提供及び事業所訪問を実施

(4) 広域的な就業先の開拓

(5) 就業開拓用リーフレット等の作成・配布

(6) 空き家管理など地域課題に着目した独自事業の取組に係る支援

ドローン操作講習の実施、機材の購入、取組センターへの配布等

(7) 全国シルバー人材センター事業協会（以下「全シ協」という。）、北信越シルバー人材セ

ンター連絡協議会（以下「北シ協」という。）主催の各種会議等への参加、情報収集・提供

４ 交流研修事業

シルバー事業全般にわたる関係知識の習得と理解を進め、事業の活性化と適正な運営を確

保するため、連合会及びセンターの役職員を対象とする研修会を開催するとともに、全シ協

など関係機関主催の研修会等へ参加の勧奨と助成を実施した。

(1) 交流研修専門委員会の開催（８月５日）

(2) 安全就業研修（講演:７月３日「認知症施策の推進～認知症の現状と課題、行政の主な
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取り組みについて～」：金沢市）（再掲）

(3) 事務局長研修会

◇ 新任事務局長研修（打合会）（５月９日「シルバー人材センター事業の概要、県内シル

バー人材センターの状況について」ほか：金沢市）

(4) 理事長会議（12月16日、「会員の確保・拡大について」ほか：金沢市）

(5) センター役職員研修（２月25日：金沢市）

◇ 講演：「労働紛争防止等について」

講師：弁護士 長澤 裕子 氏

◇ 講演：「同一労働同一賃金について」

講師：社会保険労務士 谷内 美穂子 氏

(6) 業務担当別研修

◇ 労働者派遣業務担当者初級研修会（６月18日「労働者派遣業務の知識及び派遣システ

ムの活用」ほか：金沢市）

◇ 労働者派遣業務担当者会議（８月26日「労働者派遣事業の適正運営について、年次有

給休暇の時季指定について」ほか：金沢市）

◇ 経理研修会（９月18日「消費税への対処について」ほか：金沢市）

◇ 同一労働同一賃金に関する事務打ち合わせ会（12月17日：七尾市、12月20日：金沢市）

「シルバー派遣事業に係る同一労働同一賃金について」ほか

◇ 新年度派遣契約に係る事務打ち合せ会（２月18日「新年度派遣契約に係る事務につい

て、同一労働同一賃金に係る対応状況」ほか：金沢市）

(7) 全シ協、北シ協主催の各種会議・研修会への参加勧奨及び旅費等の助成

５ センターの運営等に関する助言・指導事業

地域社会のニーズや制度改正等に的確に対応するため、専門的又は実践的な助言・指導、

情報提供等を行うとともに、訪問や会議の開催等により、センターにおける運営管理上の

課題を把握するとともに、必要な助言、指導等を行った。

(1) 高齢者の社会参加活動の領域の拡大・助言

(2) 地域就業機会創出・拡大事業の企画・実施の支援

(3) 独自事業への取り組みによる就業確保への支援

(4) 法令遵守の業務運営及び事務処理の助言

(5) 事業推進に係る事務処理及び会計経理・税務処理・労務管理の助言

(6) 石川労働局が実施した検査・業務指導への対応

(7) 連合会による個別指導の実施

(8) センターからの相談への対応
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６ センターとの連携事業・支援事業

会員に対する就業に必要な知識・技能の付与、技術の向上等のため、技能講習など研修事

業を実施したほか、センターと連携しての各種事業及びセンターへの支援事業を行った。

(1) センターからの要請による各地域における技能講習（センター支援講習）の実施

(2) 関係機関との連携・情報収集、担当者会議の開催による情報提供

(3) ハローワークにおけるセンターの出張相談（入会説明）の実施支援（再掲）

県内５か所のハローワークにおいてセンターから出張して定期的に実施

技能講習（センター支援事業）の実施実績

講習名 応募者数（人） 修了者数（人）

内灘町 １回 安全講習 8 8 4月10日

輪島市 １回 刈払機講習 14 14 5月9日

刈払機講習 10 10 5月10日

ガーデニング講習 12 12 6月17日

ドローン講習 12 12 10月3日 ～ 10月4日

スマホ＆パソコン講習 20 20 12月20日

刈払機講習 32 29 5月14日

ドローン講習 8 8 9月26日 ～ 9月27日

剪定講習 17 17 9月24日 ～ 9月26日

刈払機講習 13 13 5月16日

ドローン講習 11 11 9月19日 ～ 9月20日

刈払機講習 20 19 2月14日

刈払機講習 16 16 5月17日

接遇・傾聴講習 18 17 7月19日

剪定講習 17 17 10月1日 ～ 10月3日

かほく市 １回 刈払機講習 11 11 6月19日

食品衛生責任者養成講習 2 2 7月7日

ドローン講習 1 1 9月2日 ～ 9月3日

ドローン講習 5 5 9月24日 ～ 9月25日

刈払機講習 10 10 10月10日

剪定講習 10 9 10月15日 ～ 10月17日

計 21回 267 261

備考実施地域（回数）

（単位：回、人）

３回

２回

能登町

小松市

七尾市

白山市

金沢市

羽咋市

４回

３回

３回

３回
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７ 調査研究事業

センター事業の現状、課題等を把握し、事業の充実と推進を図るため、情報の収集、提供

等を行った。

(1) 各種統計の集計・分析

(2) 「シルバー人材センター事業概要」の作成、配布（９月、300部）

(3) 企業等情報・資料の収集・提供

(4) 全シ協、北シ協主催の各種会議、研究会における研究、検討

(5) センター会員制度に関する調査・検討

(6) その他シルバー事業の運営に必要な調査

【高齢者のための就業機会の確保及び提供等】

８ 労働者派遣事業

労働者派遣事業の実施事業所（各センター）を通じて、会員に対して労働者派遣による就

業機会の提供を行うとともに、県内全域の労働者派遣事業に係る総括管理（事業の適正実施

に係る統括、労働契約及び労働者派遣契約の管理、会計の管理、行政への届出等）などを

行った。

(1) 派遣事業の総括管理（届出取りまとめ、契約管理、会計管理、事業実績管理、規程・実

施要綱・様式の制定、関係法規の周知徹底、実施事業所（センター）訪問指導等）

(2) 派遣先で人員輸送業務を担当する派遣会員を対象とした安全運転技能講習の実施（再掲）

(3) 石川労働局、全シ協等との連絡調整による情報の共有

(4) 派遣業務適正化の取組（派遣業務検討委員会の開催等：６月11日、10月29日、１月30日）

(5) 衛生委員会の開催（毎月１回開催）（再掲）

(6) 派遣先で人員輸送業務を担当する派遣会員を対象とした、安全運転技能講習及び健康

チェック等の実施（再掲）

(7) 派遣会員の安全対策・健康保持の推進（安全ニュースの作成・配布（５回）（再掲）

(8) 労働者派遣業務担当者初級研修会（６月18日：金沢市）（再掲）

(9) 労働者派遣業務担当者会議（８月26日：金沢市）（再掲）

(10)同一労働同一賃金に関する事務打ち合わせ会（12月17日七尾市、12月20日金沢市）（再掲）

(11)新年度派遣契約に係る事務打ち合せ会（２月18日：金沢市）（再掲）

(12)派遣会員対象のハンドブック「労働者派遣について」の配布

(13)派遣元責任者講習の受講を勧奨及び受講料補助（受講者：10センター19人）

９ 有料職業紹介事業

会員の就業実態及び事業所等のニーズに合わせた、請負・派遣以外の就業形態としての

有料職業紹介を活用するとともに、職業紹介責任者及び紹介従事者に対して職業紹介責任者

講習の受講を勧奨し、事業の的確な実施に努めた。
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(1) 職業紹介事業の適正な運営の指導

(2) 職業紹介責任者講習受講勧奨及び受講料補助（受講者：２センター３人）

令和元年度 有料職業紹介事業実績

求 人 求 職 就 職

事業所数 求人件数 求職申込件数 就職件数 就職延日数

延 ６事業所 ３８件 ３８件 ３８件 ８６５人日

【国の委託事業】

10 高齢者活躍人材確保育成事業

石川労働局からの委託契約に基づき、高齢者や企業に対して、シルバー人材センターを

積極的に周知・広報するとともに、実際の就業体験を通じて高齢者、企業双方のセンターに

対する理解を深めること、高齢者がシルバー事業に興味を持ち自信を持って就業できるよう

必要な技能講習を行うことにより、センターの新規会員、新たにセンターを活用する企業を

増加させることを目的に事業を実施した。

「高齢者活躍人材確保育成事業」の実施状況 

(1）シルバー人材センターの周知・広報を実施し、シルバー会員の増加を図った。 

① シニアフェスタ 2019の開催

会 場 金沢 小松 輪島 金沢（秋の陣） 

日 時 5月 29日 6月 27日 7 月 25日 10月 10日 

参加者数 約 500名 約 400名 約 350 名 約 700 名 

内 容 

（第１部） 

・シルバーの概要説明 

 ・シルバー会員の体験談 

（第２部） 

・御供田幸子一座の公演 

（ばぁちゃんコント、歌、踊り） 

＊会場ロビーにおいてシルバー入会案内、 

 技能講習等の案内を実施 

＊ステージイベント 

・シルバーの概要説明 

・御供田幸子一座ばあちゃんコント 

＊体験コーナー 

・シルバー案内・入会等コーナー 

・手芸、宛名書き体験コーナー 

・シニア美容教室（資生堂） 

・シニア健康体操コーナー 

・ロコモ度テストコーナー 等 

＊街頭キャンペーン 
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② テレビＣＭの放映（15秒ＣＭ３種類）

○ＡE

A：送迎バス乗務篇（女性）、 A○ＢE

A：花売り場篇（女性）、 A○ＣE

A：遺跡発掘篇（男性） 

放映期間 5/20～7/31 10/1～10/31 1/1～2/29 1月 2日 計 

放 映 局 

北陸放送 

北陸朝日放送 

石川テレビ 

テレビ金沢 北陸放送 

北陸朝日放送 

石川テレビ 

テレビ金沢 

金沢ケーブル 

石川テレビ 

開局 50周年記念特別番組 

「桂文珍の新春夢対談」 

 ゲスト 炎鵬関、輝関 

番組提供：県連合会のロゴ表示 

放映本数 138本 30本 357 本 5本 530本 

③ 新聞広告の掲載（北國新聞朝刊 テレビ欄下広告）及び新聞折込の実施

掲載期間 4/4～6/8 10/1、10/7 1/7～3/2 計 新聞折込日：3月 17日 

掲載回数 6回 2回 9回 17回 
北國新聞及び北陸中日新聞 

（県内全域：374,000世帯） 

内 容 

・「人生１００年 シルバー人材センター」の 

  キャッチコピーを表示 

・「石川県あなたの街のシルバー」で検索を表示 

・「人生１００年 

  シルバー人材センター」 を表示 

・「派遣」「請負」の主な仕事を紹介 

・各シルバーの連絡先を表示 

・シルバーの検索、QRコードを表示 

④ バス広告の実施（北陸鉄道路線バス：バス乗車口側の左に広告看板を掲示）

実施機関等 1/1～2/29（金沢市内中心に津幡、内灘、野々市、白山地域を含む 18路線） 

⑤ シルバー周知用車両マグネットの作成

シルバーが使用する車両に掲出、規格：ヨコ５０ｃｍ、タテ３０㎝、カラー 

各シルバーに４枚～８枚の車両マグネットを配付 （総計１００枚） 

⑥ ポスターの作成

シルバー周知用ポスターを１,０００部作成、規格：Ｂ２版、カラー 公共機関等に配付 

⑦ ハローワーク出張相談の実施

金沢、津幡、白山、小松、加賀の各ハローワークにおいて、シルバーの入会説明を実施 

２月末までに来場した高齢者は４７５人、うち新規入会者は６５人 

（３月は新型コロナ感染症の影響により中止） 
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(2) 就業体験の実施 

 シルバーの会員でない方に対し、シルバー会員等の協力を得る中で、実際の作業等につ

いての体験や職場見学を実施し、会員の増加を図った。 

◎地域別就業体験実施状況 

開催地域 実施回数（回） 受講者（人） 内  容 

石川中央地域 26 27 

剪定、草刈、清掃、水道メーター検針、 

受付、障子張り、自動車送迎運転、 

野菜収穫・袋詰め、学校給食配膳 等 

南加賀地域 4 4 

中能登地域 16 19 

奥能登地域 10 11 

合 計 56 61 

(3）技能講習の実施 

 高齢者がシルバーに興味を持ち、シルバーの会員を増加させることを目的として１日～

　３日程度の技能講習を実施した。 

◎技能講習地域別開催状況 

開催地域及び参加市町 受講定員 受講者数 主 な 講 習 名 

石川中央

地域 

金沢市、白山市 

野々市市、かほく市

内灘町、津幡町 

（人） 

136 

（人） 

116 

剪定、ガーデニング、ドローン、 

福祉有償運送運転手、ハウスクリーニング、 

調理補助、POP＆ラッピング、遺跡発掘 

南加賀 

地域 

小松市、加賀市 

能美市 
62 51 

ガーデニング、ドローン、スマホ＆パソコン 

福祉有償運送運転手 

中能登 

地域 

七尾市、羽咋市 

中能登町、志賀町 

宝達志水町 

30 36 剪定、ガーデニング、調理補助 

奥能登 

地域 

輪島市、珠洲市 

能登町、穴水町 
22 20 剪定、ドローン 

合 計 250 223 

※ 高齢者活躍人材確保育成事業により２９７人が新規入会した。 

（内訳 周知・広報：２１０人、就業体験者：４６人、技能講習：４１人） 

新規入会者のうち就業者は１８０人（就業率６０．６％） 

※ 事業目標は、新規入会者数８０人、就業率３０％以上であり、目標を達成した。 
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実施地域 講習名 講習場所 講習日数 定員 応募者数 修了者数

① ガーデニング講習 ポリテクセンター石川 6/10 (月) ～ 6/11 (火) 2 10 11 11

② 遺跡発掘講習 金沢市埋蔵文化財センター 9/25 (水) ～ 9/26 (木) 2 10 9 7

③ 福祉有償運送運転者講習 金沢市ものづくり会館 10/3 (木) ～ 10/4 (金) 2 10 10 8

④ ハウスクリーニング講習 ポリテクセンター石川 11/13 (水) ～ 11/15 (金) 3 10 14 12

⑤ POP＆ラッピング講習 ポリテクセンター石川 12/4 (水) ～ 12/5 (木) 2 10 15 10

⑥ ドローン講習 ポリテクセンター石川 12/17 (火) ～ 12/18 (水) 2 12 12 9

① ガーデニング講習 小松市末広体育館 7/9 (火) ～ 7/10 (水) 2 10 13 11

② スマホ＆パソコン講習 小松市末広体育館 8/6 (火) ～ 8/7 (水) 2 10 13 8

③ ドローン講習 小松市民センター 11/12 (火) ～ 11/13 (水) 2 12 14 12

① 剪定講習 七尾市勤労者総合福祉センター 6/12 (水) ～ 6/14 (金) 3 10 15 14

② ガーデニング講習 七尾市勤労者総合福祉センター 10/15 (火) ～ 10/16 (水) 2 10 14 11

加賀市 ① ガーデニング講習 セミナーハウス「あいりす」 10/24 (木) ～ 10/25 (金) 2 10 6 6

① ガーデニング講習 （公社）白山市シルバー人材センター 10/17 (木) ～ 10/18 (金) 2 10 10 6

② ドローン講習 （公社）白山市シルバー人材センター 10/29 (火) ～ 10/30 (水) 2 10 12 12

羽咋市 ① 調理補助講習 羽咋公民館 9/2 (月) ～ 9/3 (火) 2 10 13 11

野々市市 ① ガーデニング講習 （公社）野々市市シルバー人材センター 7/2 (火) ～ 7/3 (水) 2 10 6 5

① 剪定講習 柳田体育館 6/5 (水) ～ 6/7 (金) 3 10 8 8

② ドローン講習 柳田体育館 11/26 (火) ～ 11/27 (水) 2 12 14 12

かほく市 ① ドローン講習 かほく市アクロス高松 11/6 (水) ～ 11/7 (木) 2 12 13 12

津幡町 ① 剪定講習 サンライフ津幡 10/9 (水) ～ 10/11 (金) 3 10 12 8

① 福祉有償運送運転者講習 寺井地区公民館 7/17 (水) ～ 7/18 (木) 2 10 7 7

② ガーデニング講習 寺井地区公民館 9/19 (木) ～ 9/20 (金) 2 10 9 7

① ガーデニング講習 展望温泉ほのぼの湯 10/8 (火) ～ 10/9 (水) 2 10 7 7

② 調理補助講習 内灘町向陽台公民館 11/19 (火) ～ 11/20 (水) 2 10 14 9

合計 24 52 248 271 223

七尾市

能登町

能美市

内灘町

白山市

実施期間

（単位：回、人）

令和元年度　高齢者活躍人材確保育成事業　技能講習の実施結果

金沢市

小松市
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Ⅱ 法人事業

１ 総会及び会議の開催

総会及び理事会等定款に定める会議のほか、連合会の事業を円滑に推進するために必要な 

各種会議を開催した。 

 〔定款に基づく会議等〕 

会議の名称 開催年月日(場所) 内   容 

監 事 監 査 令和元年 5月23日（木） 

（連合会会議室） 

 平成30年度における理事の職務の執行についての監

査及び業務の監査 

第１回理事会 令和元年 6月 6日（木） 

（石川県女性センター） 

（議事） 

◇平成30年度事業報告承認について 

◇平成30年度決算報告承認について 

◇令和元年度定時総会の招集について 

◇シルバー事業関係功労者表彰実施の承認について 

◇職員就業規則の一部改正について 

◇有期雇用職員就業規則の一部改正について 

◇派遣労働会員就業規則の一部改正について 

（報告） 

◇平成30年度職務執行状況報告について 

◇平成30年度事業実績について 

◇平成30年度事故発生状況について 

定 時 総 会 令和元年 6月25日（火） 

（ホテル金沢） 

（議事） 

◇平成30年度事業報告について 

◇平成30年度決算について 

◇理事及び監事の選任について 

（報告） 

◇平成30年度収支補正予算について 

◇令和元年度事業計画について 

◇令和元年度収支予算について 
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会議の名称 開催年月日(場所) 内   容 

第２回理事会 令和元年 6月25日（火） 

（ホテル金沢） 

（議事） 

◇会長、副会長及び専務理事の選定について 

第３回理事会 令和元年12月16日（月） 

（石川県女性センター） 

（議事） 

◇令和元年度収支補正予算について 

（報告） 

◇令和元年度職務執行状況報告について 

◇安全就業の徹底について 

◇適正就業の徹底について 

◇令和元年度国の委託事業について 

◇令和２年度「シルバー関係予算概算要求」について 

◇同一労働同一賃金への対応について 

◇事業推進計画の策定について 

◇労働者派遣事業に係る「あっせん」について 

◇税務調査について 

第４回理事会 令和 2年 3月26日（木） 

（石川県女性センター） 

（議事） 

◇令和元年度収支補正予算について 

◇令和２年度事業計画について 

◇令和２年度収支予算について 

◇連合会事業推進計画について 

◇従たる事務所の移転に伴う登記について 

◇労働者派遣事業実施規程の一部改正について 

◇有料職業紹介事業の手数料改定について 

◇理事の利益相反取引について 

（報告） 

◇令和元年度事業実施状況について 

◇安全就業の徹底について 

◇国の令和２年度シルバー関係予算について 

◇令和２年度の国委託事業について 

◇役員賠償責任保険（団体保険）の加入について 
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〔事務局長会議及びその他会議等〕 

会議の名称 開催年月日(場所) 内  容 

第１回 

事務局長会議 

派遣事業検討 

委員会 

 令和元年 6月11日（火） 

(石川県地場産業振興センター) 

（会議） 

◇石川労働局の説明 

  「最近の雇用失業情勢について」 

 高齢者対策担当官 山崎 強 氏 

◇全国シルバー人材センター事業協会からの情報提供 

について 

◇安全・適正就業の徹底について 

◇令和元年度国委託事業について 

◇令和元年度センター支援事業について 

◇就業規則の一部改正について 

◇労働者派遣事業について 

第２回 

事務局長会議 

派遣事業検討 

委員会 

 令和元年10月29日（火） 

（金沢市ものづくり会館） 

（会議） 

◇全国シルバー人材センター事業協会からの情報提供 

について 

◇安全・適正就業の徹底について 

◇国委託事業に係る「就業体験・職場見学」について 

◇労働者派遣事業について 

◇全国シルバー人材センター厚生年金基金の説明 

第３回 

事務局長会議 

派遣事業検討 

委員会 

 令和 2年 1月30日（木） 

（石川県女性センター） 

（会議） 

◇全国シルバー人材センター事業協会からの情報提供 

について 

◇安全就業の徹底について 

◇適正就業の徹底について 

◇労働者派遣事業について 

◇入会促進の取組について 

◇連合会事業推進計画の策定について 

安全・適正就 

業推進専門委 

員会 

 令和元年 6月28日（金） 

（連合会会議室） 

◇平成30年度実施状況(報告)について 

◇令和元年度実施計画(案)について 

交流研修専門 

委員会 

令和元年 8月 5日（月） 

(連合会会議室) 

◇平成30年度実施状況(報告)について 

◇令和元年度実施計画(案)について 
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会議の名称 開催年月日(場所) 内  容 

普及啓発推進 

専門委員会 

 令和元年 8月 7日（水） 

（連合会会議室） 

◇平成30年度実施状況(報告)について 

◇令和元年度実施計画(案)について 

就業開拓推進 

専門委員会 

 令和元年 8月 7日（水） 

（連合会会議室） 

◇平成30年度実施状況(報告)について 

◇令和元年度実施計画(案)について 

第１回連合会 

事業推進計画 

策定委員会 

 令和元年11月15日（金） 

(石川県女性センター) 

◇委員長及び副委員長の互選について 

◇連合会事業推進計画の策定について 

第２回連合会 

事業推進計画 

策定委員会 

 令和元年12月24日（火） 

(石川県女性センター) 

◇連合会事業推進計画（素案）について 

第３回連合会 

事業推進計画 

策定委員会 

 令和 2年 2月12日（水） ◇連合会事業推進計画案について 

事故撲滅推進 

会議 

平成31年 4月22日（月） 

（金沢市ものづくり会館） 

◇県内事故の状況説明 

◇作業別意見交換（刈払作業・剪定作業） 

新任事務局長 

研修(打合会) 

令和元年 5月 9日（木） 

（連合会会議室） 

◇シルバー人材センター事業の概要について 

◇県内シルバー人材センターの状況について 

◇石川県シルバー人材センター連合会の事業について 

◇その他（質疑応答、意見交換等） 

労働者派遣 

業務担当者 

初級研修会 

 令和元年 6月18日（火） 

（連合会会議室） 

◇労働者派遣業務の知識 

◇派遣システムの活用 

◇質疑、意見交換 

安全・適正就 

業推進大会 

令和元年 7月 3日（水） 

（金沢市ものづくり会館） 

◇講演「認知症施策の推進」 

  講師：石川県健康福祉部 長寿社会課 

地域包括ケア推進グループ 

主任主事 竹内 祥悟 氏 

◇安全就業標語入選者表彰 

◇事例発表「安全対策について」 

  講師：金沢市シルバー人材センター 

 事務局長 水口 哲哉 氏 

◇安全就業宣言 
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会議の名称 開催年月日(場所) 内  容 

労働者派遣業 

務担当者会議 

 令和元年 8月26日（月） 

（石川県女性センター） 

◇講演「労働者派遣事業の適正運営について」 

  講師：石川労働局職業安定部 

需給調整事業室長 西本 正晃 氏 

◇講演「年次有給休暇の時季指定について」 

  講師：石川労働局労働基準部監督課 

地方労働基準監察監督官 池田 成夫 氏 

◇業務運営に係る意見交換 

経理研修会  令和元年 9月18日（水） 

（石川県地場産業振興センター）

◇講演「改正消費税をマスターして、笑売、勝売！」 

  講師：池水公認会計士事務所 

公認会計士 池水 龍一 氏 

◇グループ別意見交換 

理事長会議  令和元年12月16日（月） 

（石川県女性センター） 

◇会員の確保・拡大について（意見交換） 

・連合会の取組 

・各センターの取組 

・昨年度の取組の効果など 

◇退会者の抑制策について（意見交換） 

 ・各センターの取組 

◇安全就業の徹底について 

◇適正就業の徹底について 

◇令和２年度シルバー関係予算概算要求について 

同一労働同一 

賃金に関する 

事務打ち合わ 

せ会 

（七尾会場・ 

金沢会場） 

 令和元年12月17日（火） 

（七尾市シルバー人材センター） 

令和元年12月20日（金） 

（連合会会議室）

◇シルバー派遣事業に係る同一労働同一賃金について 

◇派遣先への要請 

◇シルバー派遣事業に係る同一労働同一賃金への対応 

◇進め方について（質疑、意見交換） 

新年度派遣契

約に係る事務 

打ち合わせ会 

 令和 2年 2月18日（火） 

(石川県女性センター) 

◇新年度派遣契約に係る事務について 

◇同一労働同一賃金に係る対応状況 

◇情報交換、意見交換 

役職員研修  令和 2年 2月25日（火） 

(金沢市ものづくり会館) 

◇講演「労働紛争防止等について」 

  講師：弁護士 長澤 裕子 氏 

講演「同一労働同一賃金について」 

  講師：社会保険労務士 谷内 美穂子 氏 
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 〔その他 他機関主催会議・研修会への出席〕 

会議の名称 開催年月日 内  容 

全国シルバー 

人材センター 

事業協会 

令和元年 5月30日（木） 

～ 31日（金） 
第１回都道府県シルバー連合事務局長会議 

令和元年６月20日（木） 定時総会 

令和元年 7月 1日（月） 会員拡大・就業開拓担当者会議 

令和元年 7月 4日（木） 安全就業指導員会議 

令和元年 9月19日（木） 第２回都道府県シルバー連合事務局長会議 

令和元年10月30日（水） 

～31日（木） 
新任理事長（会長）研修 

令和元年11月 8日（金） 都道府県シルバー連合会長会議 

令和元年11月22日（金） シルバー派遣事業実務担当者会議（大阪会場） 

令和元年12月 2日（月） 福祉・家事援助サービス担当者会議 

令和元年12月20日（金） 会計・経理実務担当者会議 

令和 2年 1月16日（木） 第３回都道府県シルバー連合事務局長会議 

北信越シル 

バー人材セ 

ンター連絡 

協議会 

令和元年 5月15日（水） 連合役員・事務局長合同会議、第１回事務局長会議 

令和元年 7月18日（木） 定期総会、活動拠点役職員研修 

令和元年 7月19日（金） 第２回連合事務局長会議 

令和元年11月21日（木） 

～22日（金） 
ブロック県連合・活動拠点職員研修会、経験交流会 

令和 2年 2月20日（木） 第３回連合事務局長・職員合同会議 
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〈損益の状況〉 

◇ 直前３事業年度の財産及び公益目的事業会計の損益の状況 

 （単位：円） 

平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末 備 考 

正味財産期末残高 

（純資産） 
25,291,173 21,464,926 19,374,132 

※平成28年度 

19,443,566円 

公益目的事業会計 

当期経常増減額 
3,600,000 △ 8,400,000 0 

※平成28年度 

2,000,366円 

資 産 合 計 146,128,312 140,757,706 143,216,706 
※平成28年度 

137,989,544円 

〈事業運営に係る進捗管理〉 

 平成２７年３月に策定した「事業推進計画（中期計画）」に基づき事業の推進を図る中で、

平成３０年度の事業実施状況について点検を行った。基本目標事項のうち、「契約件数」、「契

約金額」、「就業率」の３項目については目標値を上回る値又は同値であったが、「会員数」

は未達成となった。 

なお、令和元年度の事業実施状況について、参考まで掲載した。 

※契約件数は、「受託件数」で計上している。 

就業率は、「総合就業率」ではなく、平成 29年度以前の算出方法で計上している。 

令和元年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 34 条

第 3 号」に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」は特にありません。 

基  本 
目標事項 

（参考） 
平成 25年度 

平成 27年度 
(第１年度) 

平成 28年度 
(第２年度) 

平成 29年度 
(第３年度) 

平成 30年度 
(第４年度) 

令和元年度 
(第５年度) 

１ 会 員 数 
（人） 

目 標 － 10,800 

実 績 9,878 9,847 9,826 9,765 9,723 9,721 

達成率 － 91.2% 91.0% 90.4% 90.0% 90.0% 

２ 契約件数 
（件） 

目 標 － 74,900 

実 績 72,264 75,470 77,441 78,360 76,351 74,123 

達成率 － 100.8% 103.4% 104.6% 101.9% 99.0% 

３ 契約金額 
（千円） 

目 標 － 3,800,000 

実 績 3,637,922 3,779,457 3,984,834 4,059,726 4,039,703 4,015,704 

達成率 － 99.5% 104.9% 106.8% 106.3% 105.7% 

４ 就 業 率 
（％） 

目 標 － 89.0 

実 績 88.6 92.4 92.0 91.6 89.0 89.4 

達成率 － ＋ 3.4 ＋ 3.0 ＋ 2.6 ± 0 ＋ 0.4 
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