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石川県商工労働部長
徳　田　　　博

石川労働局長
松　竹　泰　男

本年４月５日付けで石川県商工労働部長を拝
命した徳田でございます。
平素より本県商工労働行政施策の推進につき
まして、格別のご理解を賜り厚くお礼申し上げ
ます。
現在、我が国では、少子高齢化が急速に進展
しており、平成29年10月１日現在の石川県の
年齢別推計人口によると、65歳以上の方々の
割合が人口全体の28.9％を占め、こうした
方々が引きつづき社会で活躍されることが期待
されております。
こうした中、国においては、２月に閣議決定
された「高齢社会対策大綱」において、経済社
会の活力を維持するため、全ての年代の人々が
その特性・強みをいかし、経済社会の担い手と
して活躍できるよう雇用・就業環境の整備を図
るとされたところであり、高年齢者に就業機会
を提供するシルバー人材センターの果たす役割
はますます重要なものとなっております。
県といたしましても、昨年10月、いしかわ
就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）
内に「高齢者ジョブサポート石川」を開設し、
企業に対して、高齢者が希望する棚卸しなどの
軽作業の切り出しなど、求人の工夫を促すセミ
ナーを開催するほか、高齢者と企業の具体の
マッチングを進めるための、交流会を開催して
きており、こうした取り組みもあり、昨年度の
就職マッチング件数は、約200件と一定の成果
が上がっております。一方、こうした人材は経
験不足の方も多く、定着に向けた人材育成に課
題があることが明らかになってきたことから、
求人と求職のミスマッチを解消するこれまでの
取り組みに加え、今般、採用した高齢者等の職
場定着に向けた研修に対する助成制度を設ける
こととし、高齢者等の人材の掘り起こしを図っ
てまいります。
今後とも石川労働局をはじめ関係機関と連携
を図り、関係市町のご協力も得ながらシルバー
人材センター事業のより一層の充実に努力をし
てまいる所存ですので、関係者の皆様方におか
れましても、引き続きご尽力・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

本年４月１日付けで、石川労働局長を拝命し
ました、松竹です。
皆様には、日頃から石川労働局の業務運営に
深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
石川県の雇用失業情勢は、平成30年４月の
有効求人倍率が1.98倍と全国で第３番目に高い
水準となっており、着実に改善が続いていると
ころです。一方、昨年10月１日時点で石川県
が取りまとめた「県年齢別推計人口」によると、
65歳以上の「老齢人口」は約32万６千人余り
となり全体の28.9％を占め、過去最高を更新し
たとのことです。団塊の世代が全て65歳を超
え、高齢化が急速に進行しているわが国におい
ては、少子化とも相まって労働力人口の不足が
一層懸念されております。
企業における65歳までの継続雇用は定着し
つつありますが、働く意欲のある高年齢者が、
年齢にかかわりなくその能力や経験を生かして
活躍し続けられる「生涯現役社会」を着実に実
現していくことが重要であり、そのような中、
地域の日常生活に密着した仕事を提供している
シルバー人材センターへの期待は今後益々大き
くなるものと考えております。
国におきましても、地域の実情に応じて、高
齢者の多様なニーズを踏まえた就業機会を確保
するといった観点から、臨時的かつ短期的又は
軽易業務に限定されていたシルバー人材セン
ターの業務について、平成28年度から、いわ
ゆる「臨・短・軽」の要件緩和を図っており、
石川労働局といたしましては、このことも踏ま
え、石川県及び貴連合会と連携を図りながら、
シルバー人材センター事業を通して多くの方が
就業の機会を得て社会でご活躍いただけるよう、
必要な支援を行っていくこととしております。
関係する皆様におかれましては、健康と安全
にご留意され、引き続き、ご尽力・ご協力を賜
りますようお願い申し上げますとともに、シル
バー人材センター事業の更なる発展を心から祈
念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

就任のごあいさつ
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《シルバー人材センター事業関係功労者表彰》

定時総会の開催
　６月20日（水）、ホテル金沢において、平成30年度定時総会
が開催されました。
　須野原雄会長のあいさつの後、長年、シルバー人材センター
連合会の理事としてご尽力いただいた谷充行氏と山本正廣氏を
事業関係功労者として表彰いたしました。

　次に、来賓とし
て石川労働局の衛
藤象平職業安定部
長、石川県知事
（代理：田村博労働企画課参事）からご祝辞をいただきま
した。
　議長には、能登町シルバー人材センターの重野敏弘専
務理事を選出し、議事に入り全ての議案が原案どおり全
会一致で承認されました。

【議案審議等】
報告第１号　平成29年度収支補正予算の報告
第１号議案　平成29年度事業報告
第２号議案　平成29年度決算報告
第３号議案　理事及び監事の選任
報告第２号　平成30年度事業計画の報告
報告第３号　平成30年度収支予算の報告

平成30年度７月末までの主要事業

公益社団法人  石川県シルバー人材センター連合会　前副会長
（公益社団法人珠洲市シルバー人材センター　前理事長）

谷　　充行 氏
たに みつ ゆき

公益社団法人  石川県シルバー人材センター連合会　前専務理事 山本　正廣 氏
やま もと まさ ひろ

須野原　雄 会長

総会風景

田村　博
石川県労働企画課参事

衛藤　象平
石川労働局職業安定部長

〈第11期 役員〉任期：平成31年度定時総会終結時まで

会　長
副会長

　〃
理　事

　〃
　〃

金沢市シルバー人材センター

加賀市シルバー人材センター

七尾市シルバー人材センター

羽咋市シルバー人材センター

中能登町シルバー人材センター

白山市シルバー人材センター

役職名 氏　　名 備　　　　考

須野原　雄
野村　徳行

久保　雅博
菅野　守二

稲葉　勇雄
竹田由喜夫

理　事
　〃

　〃
監　事

　〃

小松市シルバー人材センター

輪島市シルバー人材センター

石川県シルバー人材センター連合会

津幡町シルバー人材センター

野々市市シルバー人材センター

役職名 氏　　名 備　　　　考

谷口　潤一
坂口　　茂

増田　　勉
村田　善紀

越柴　一良
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理事会の開催
第１回理事（役員）会
６月５日（火）、石川県女性センターにおいて開催され、定時総会に提案する平成29年度事業報告、
決算報告、功労者表彰の実施などが審議され承認されました。
また、職務執行状況や事業実績などについて報告がありました。

第２回理事（役員）会
６月20日（水）、ホテル金沢において定時総会の終了
後に開催され、専務理事の選定、従たる事務所の移転
に伴う登記、労働者派遣事業実施規程の一部改正など
が審議され承認されました。

浦白　剛
石川県労働企画課

専門員

山﨑　強
石川労働局職業対策課
高齢者対策担当官

　４月19日（木）、連合会において県内の各シルバー人
材センターの新任事務局長を対象とした研修会が開催
され、増田勉連合会事務局長から説明が行われました。
◇　シルバー人材センター事業の現状と事業方針に
ついて
◇　安全・適正就業について
◇　シルバー派遣事業等について
◇　シルバー人材センター事業予算について
◇　その他
　出席の新任事務局長は、概略や適正な業務運営について熱心に受講されました。

新任事務局長研修の開催

　６月７日（木）、石川県女性センターにおいて、県内の各シルバー人材センターの事務局長等を対象
に第１回事務局長会議が開催されました。須野原雄会長のあいさつの後、石川労働局職業安定部職業
対策課山﨑強高齢者対策担当官から「平成30年度高齢者雇用対策」について、続いて石川県商工労働
部労働企画課浦白剛専門員から「石川県の高齢者対策、業務拡大」についての説明をいただきました。
　連合会から、下記項目についての説明を行い、その
後意見交換が行われました。
　　　
　◇　全シ協全国事務局長会議の伝達事項
　◇　安全・適正就業の徹底
　◇　平成30年度センター支援事業の計画
　◇　平成30年度委託事業（高齢者活用人材育成事業）
　◇　その他 

事務局長会議の開催
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衛藤　象平
石川労働局職業安定部長

田村　博
石川県労働企画課参事

坂田　一也
金沢西警察署交通第一課

企画規制係長

安全就業宣言
重野　敏弘

能登町シルバー人材センター
事務局長

安全・適正就業推進大会の開催

７月３日（火）、平成30年度安全・適正就業推進大会は、金沢市ものづくり会館において県内各セ
ンターから役職員・会員118名が参加し開催されました。
最初に、菅野守二安全・適正就業推進委員会委員長が開会を宣言し、須野原雄会長のあいさつの
後、石川労働局衛藤象平職業安定部長、石川県徳田博商工労働部長（代理：田村博労働企画課参
事）から祝辞をいただきました。
次に、安全就業標語入選者の表彰が行われ、優秀作２作品、佳作５作品に須野原雄会長から賞状
と記念品が渡されました。
続いて連合会菊池亨安全・適正就業推進員から、県内シルバー人材センターの事故発生状況につ
いての報告がありました。
引き続き、坂田一也金沢西警察署交通第一課企画規制係長に「高齢者の交通事故、現状と安全対
策」と題したご講演をいただきました。坂田氏は、金沢西警察署において、６年間にわたり、住民
の「安全と安心を守る」ための厳しい警察業務に、また、金沢西署管内の一般企業、学校、地域の
老人会組織等での「交通安全」についての講演活動業務に、多忙な日々を過ごしておられます。講
演では、死亡事故における65歳以上の高齢者の占める割合が高いことから、反射神経や身体的能力
の低下等を認識し、一人ひとりが交通事故防止の意識を高めることが必要であると述べられました。
その後、ドライブレコーダーを活用したＤＶＤの上映があり、誰もが経験したことのありそうなヒ
ヤリ・ハットの具体例をお示しいただき、今後の運転に大変参考になりました。
最後に、能登町シルバー人材センターの重野敏弘事務局長が安全就業宣言を行い、中川和信安
全・適正就業推進委員会副委員長が閉会を宣言し、大会は終了しました。

安全就業宣言
　石川県内すべてのシルバー人材センターは、「安全はすべてに優先する」ことを再認識し、就業中
の安全就業対策はもとより、通勤途上の交通事故防止にも万全を期し「事故ゼロ」を組織的に取り組
むことをここに宣言する。
１　危険予知活動と、正しい作業手順で、安全作業に努めます。
１　交通規則を守り、事故を起こさない、遭わない知識を身に着けます。
１　作業現場を下見し、必要な安全対策を「仲間同士」で共有する事で、不安全行動を根絶します。
１　ヘルメット・安全帯など、作業別に「自分の身を守る」保護具装着を徹底します。

平成30年７月３日
公益社団法人　石川県シルバー人材センタ一連合会　

安全・適正就業推進大会　
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須野原会長と受賞者の皆さん

内灘町　７月19日
「除草作業現場」

輪島市　７月24日
「 作業中 の看板設置」

平成30年度の安全就業標語は、県内18センター全てから90点の応募があり、連合会の安全・適
正就業推進専門委員・連合会会長・連合会事務局長・連合会事務局次長により厳正に審査した結果、
次のとおり優秀作２点、佳作５点が選ばれました。

★ 点検は　無事故につながる　第一歩　　　　　西  納　清  司　能美市シルバー人材センター

★ 「まあいいか」 軽い気持ちが　事故を呼ぶ　　山  田　宜  子　輪島市シルバー人材センター

★ 安全具　つける貴方の　身を守る
　　小  林　しのぶ　珠洲市シルバー人材センター
★ じゃまないちゃ　おごる心が　事故招く
　　長  澤　紀  子　野々市市シルバー人材センター
★ 安全は　日々の努力の　積み重ね
　　前  田　　  榮　小松市シルバー人材センター
★ 安全は　心で誓い　身で実行
　　村  井　　  勝　加賀市シルバー人材センター
★ これぐらい　過信と油断が　事故のもと
　　最  上　ナツ子　羽咋市シルバー人材センター

安全就業標語 入選者及び作品

優秀作品
（２点）

佳　作
（５点）

７月の「安全・適正就業月間」に合わせて、連合会と各センター役職員及び安全就業推進委員会
委員の皆さんと合同で「安全・適正就業パトロール」を実施しました。
今年は、記録的な猛暑となり、熱中症の危険度が非常に高まりました。参加者は、作業工程の安
全対策チェックとともに、熱中症防止の重要性を肝に銘じて、酷暑の中でパトロールを行いました。
終了後には、参加者による意見交換が行われました。
ある除草作業の現場では、作業前に、班長を中心に朝礼を行い、作業手順・範囲等の具体的指示
が出され、全員がそれを共有する。また、終礼時には「ご苦労さん」と労をねぎらい、翌日の予定
確認を行っている。このことが会員同士のモチベーション維持につながり、事故防止に役立ってい
るとの報告がありました。ほかにも、各センターに役立つ有意義な情報や、逆に、基本をうっかり
忘れた事例などもあり、参加した皆さんが、それぞれに情報や課題を持ち帰り、安全就業への意識
を新たにしました。

安全・適正就業パトロール開催

７月18日（水）
７月19日（木）
７月20日（金）
７月24日（火）
７月25日（水）

小松市内２カ所
内灘町内２カ所
白山市内２カ所
輪島市内２カ所
七尾市内２カ所

小松市、加賀市、能美市
内灘町、かほく市、津幡町、宝達志水町
白山市、金沢市、野々市市
輪島市、穴水町、能登町、珠洲市
七尾市、志賀町、中能登町、羽咋市

実施日 パトロール先 参加シルバー人材センター
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連合会では、国からの委託を受けて、「高齢者活躍人材育成事業」として各種技能講習を実施して
います。
60歳以上の健康で就業意欲のある方を対象とした技能講習を開催し、基礎的技能の習得を図ってい
ます。また、就業するうえで技能以外にも必要とされる接遇マナー等を組み込んだ講習も実施し、受
講者の資質向上を図っています。

高齢者活躍人材育成事業（受託事業）

輪島市、能登町、七尾市、羽咋市、かほく市、内灘町、
野々市市、能美市、小松市、加賀市
能登町、七尾市、羽咋市、内灘町、金沢市、野々市市、小松市
輪島市、能登町、七尾市、かほく市、津幡町、小松市
穴水町、七尾市、金沢市、小松市、加賀市
能登町、かほく市
穴水町、宝達志水町、加賀市
七尾市、金沢市、小松市
かほく市、金沢市
能登町
金沢市
白山市
小松市
小松市
志賀町

県内 16市町14講習

名

名

回

回

講　　習　　名 開　　催　　地　　区 受講定員
総数

開催
回数

公 園 施 設 管 理 講 習

介護施設調理補助講習
介護（公共）施設クリーニング講習
福祉有償運送運転手講習
営 農 アシスタント講 習
果 樹 栽 培 講 習
介 護 補 助 講 習
学 童 保 育 補 助 者 講 習
き の こ 栽 培 講 習
物流関係フォークリフト講習
遺 跡 発 掘 講 習
環 境 美 化 スタッフ講 習
子 育 て 支 援 講 習
生 活 支 援 スタッフ講 習

140

70
60
50
40
30
30
20
10
10
10
10
10
10
500

14

7
6
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
50

金沢市　７月４日
「介護補助講習」

野々市市　５月10日
「公園施設管理講習」

能登町　６月28日
「介護施設調理補助講習」

津幡町　７月10日
「介護（公共）施設クリーニング講習」

白山市　７月４日
「遺跡発掘講習」

平成30年度　技能講習

【 平成30年度の開催予定（７月末現在）】
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内灘町、白山市、小松市
内灘町
白山市、穴水町、中能登町
珠洲市
小松市、白山市、七尾市、穴水町

７市町５講習

名

名

回

回

講　習　名 開　催　地　区 受講定員
総数

開催
回数

接遇・傾聴講習
安 全 講 習
刈 払 機 講 習
刈払機・接遇講習
チェーンソー講習

30
10
30
10
40
120

　3
1
3
1
4
12

センター支援事業（連合会独自事業）

県内の各センターの要望により、会員のスキルアップ（資格取得を
含む。）や就業中の事故防止対策として、労働安全衛生法に基づく作業
機器の取扱い講習の実施、また、忘れかけた接遇マナー講習を実施
し、シルバー人材センター全体のレベルアップを図っています。

小松市　５月29日
「チェーンソー講習」

中能登町　７月11日
「刈払機講習」

専門委員会

【 平成30年度の開催予定（７月末現在）】

平成30年度の専門委員会は、各委員会とも須野原雄会長の開会あいさつに続き、前期の実施状況と
今期の実施計画案の説明を行い、その後、具体的課題について協議・意見交換を行いました。

交流研修専門委員会
　開催日・場所：平成30年６月14日（木）　連合会会議室
○協議・意見交換内容
・役職員研修での、県外シルバー人材センターの空家管理の事例研究に
ついて
・新たな研修の分野としての、空家管理にも役立つドローン研修について
・県下の全センター参加のグラウンドゴルフ大会の実施による会員の交
流について

安全・適正就業推進専門委員会
　開催日・場所：平成30年６月13日（水）　連合会会議室　
〇協議・意見交換内容
・運転技能講習の評価が低い会員に対する再受講の勧奨について
・派遣業務では金銭を取り扱わないことについて
・会員の安全を最優先に考え、危険な仕事は受けないことについて

就業開拓推進専門委員会
　開催日・場所：平成30年６月14日（木）　連合会会議室
〇協議・意見交換内容
・会員以外の技能講習受講者の受講後の入会状況について
・会員の就業先として希望の多い、事務職、室内業務、受付等の仕事の
開拓について
・会員への求人・求職情報の素早い発信伝達方法について

普及啓発推進専門委員会
　開催日・場所：平成30年６月13日（水）　連合会会議室
○協議・意見交換内容
・喜ばれる啓発資材の活用について
・就業時に着用する「安全就業ワッペン」について
・設立20周年記念事業の開催について
※第２回委員会が７月４日（水）、連合会会議室において開催され、設立
20周年記念事業の詳細につき協議されました。

交流研修専門委員会

安全・適正就業推進専門委員会

就業開拓推進専門委員会

普及啓発推進専門委員会

シルバー連合会いしかわ● 7



新任理事長・事務局長紹介

理事長

　越柴　一良 氏
就任年月日
　平成30年５月25日

こし しば　　 かず よし

野々市市シルバー人材センター

理事長

　橋本　良助 氏
就任年月日
　平成30年５月29日

はし もと　　りょうすけ

珠洲市シルバー人材センター

理事長

　大山　幹雄 氏
就任年月日
　平成30年３月27日

おお やま　　  みき  お

宝達志水町シルバー人材センター

理事長

　中山　隆志 氏
就任年月日
　平成30年５月26日

なか やま　　  たか  し

内灘町シルバー人材センター

事務局長

　宇 野  　泉 氏
就任年月日
　平成30年４月１日

う　　の　　　　いずみ

白山市シルバー人材センター

事務局長

　竹内　伸二 氏
就任年月日
　平成30年４月１日

たけ うち　　  しん  じ

志賀町シルバー人材センター

事務局長

　増 田  　勉 氏
就任年月日
　平成30年４月１日

ます　 た　　　　つとむ

石川県シルバー人材センター連合会

新 任 理 事 長

新 任 事 務 局 長
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連合会では、平成30年４月１日、産業医として井上一彦先生に御就任いただきま
した。
井上先生は、本年３月の定年退職まで病院に勤務しておられましたが、今後、職
員の健康管理、安全衛生管理等のため、さまざまな御指導、御助言をいただきなが
ら職員の健康保持増進に御協力をお願いすることとなりました。当機関誌にも健康
に役立つ情報をお寄せくださいます。

はじめまして。４月に連合会の産業医に就任いたしました井上です。
早速「熱中症」という大切なお題を頂いているのですが、「どんな医者が来たのか」気になる方
もいらっしゃると思いますので、まず自己紹介をさせて頂きます。
私は、金沢大学出身で、放射線科専門医として34年間石川県立中央病院に勤務し、最先端画像
診断装置を用いる検診や、最新の理学療法手技を用いる加齢対策・肥満対策にも関わってまいり
ました。
産業医としての経歴は長く、今年で30年となります。未だ有資格者が少なかった時代に、「電
離放射線業務従事者を多数抱えている病院の内部にも産業医が必要」との上司の意を受けて資格
を取得しました。病院外での活動は、原発事故想定訓練くらいでしたので、このたび皆様のお役
に立てますことを心から嬉しく思っております。
他に、検診に従事しておりました関係で、がん検診認定医、肺がんCT検診認定医師、人間ドッ
ク認定医などの資格を、また、余暇を利用した山岳診療（山小屋の救護所のことです。）の関係で、
日本医師会認定健康スポーツ医の資格を取得し、永年研鑽を積んでまいりましたので、皆様のす
こやか長寿のお役に立つ種々の情報を御提供できる機会も有ろうと楽しみにしております。
少し前のデータですが、シルバー人材センター会員の総医療費推計値は、一般の高齢者に比し
年間６万円少なく（現在は更に少ないかも知れません。）、要介護者の減少も見られる由です。社
会参加により快活な老後を築かれ、人手不足の日本経済に貢献され、その上、困難な状況にある
医療制度に一条の光を投げ掛けておられる皆様は、正に国の宝と申せましょう。御活躍を健康面
から支援させて頂けましたら誠に光栄に存じます。

★ 熱　中　症 ★
さて、熱中症の話です。予防や症状に関する一般的な事柄は、いろいろな方が上手に書いておられま
すので、私がぜひお伝えしたいのは、シルバー世代における熱中症に伴う脱水の危険性についてです。
まず、加齢により口渇中枢（体内の水分減少を知らせる脳の機能）の感受性低下を来たし、喉の渇
きが感じにくくなることが知られています。このために水分補給が遅れて、脱水（体内の水分と塩分
が不足した状態）に陥りやすくなります。また、筋肉は水分と塩分を貯蔵しますので、加齢による筋
肉量減少は、貯蔵水分量減少を来たして脱水の危険を増します。さらに、「トイレが近くなった」「胃
腸が弱くなった」などの理由で水分摂取を控えるのは、自ら脱水を招いていることになります。
脱水が起きてしまった時、血液の液体成分が減少しますが、赤血球など固体成分は変わりませんの
で、いわゆる「血液ドロドロ」状態になります。これが怖ろしいのは、加齢によって硬化した動脈は
「ドロドロ」血液で詰まりやすいからです。血管が詰まってしまうと、単なる脱水ではなく脳梗塞や
心筋梗塞という、命にかかわる、あるいは後遺症を残し得る病気が惹き起こされます。病院の救急外
来や山岳診療で熱中症の患者さんを幾度も診ましたが、若い方は、重篤に見えても、ほとんどが暫く
の治療で何事も無かったかのように回復されたのに対し、高齢の方では、長期の入院を余儀無くされ
るケースが多かった記憶が有ります。
では、喉の渇きを感じにくいシルバー世代でいかに脱水を防ぐかという点について。状況（気温、
湿度と運動量）に応じた定期的な水分補給は不可欠です。多過ぎかと感じるくらい飲んで下さい。私
は、唾液の粘り気が増すことと、尿量が減り色が濃くなることが、かなり正確に脱水を表すと思って
います。皮膚の乾燥や汗は、風量と湿度に影響されますので、信用し過ぎないように。
知識を再確認し注意深く対処なされば、脱水も熱中症も恐くはありません。
皆様のますますの御健勝をお祈り申し上げます。

（公社）石川県シルバー人材センター連合会　産業医　井上　一彦

衛生委員会 掲示板

シルバー連合会いしかわ● 9



平成30年度　事 業 計 画

① 設立２０周年記念事業（式典及び記念事業等）
② 機関誌の発行、リーフレット等の作成配布
③ 新聞等による広域的な広報※
④ 「普及啓発月間」を中心とする取組※
⑤ ボランティア活動等の活動状況の広報※
⑥ センター未設置地域の訪問・相談
⑦ その他

① 安全･適正就業推進員の配置※､安全･適正就業推進委員会の開催※
② 労働関係法規及び適正就業ガイドライン等を遵守した適正就業の確保※
③ 「安全・適正就業指針」による事故防止対策の推進、安全パトロールの実施※
④ 「安全・適正就業月間」を中心とする取組※、安全研修会への講師派遣
⑤ 事故分析･事故情報の提供
⑥ 産業医等による巡視、衛生委員会の開催、健康教育、健康情報等の提供
⑦ センターの安全衛生体制整備の支援、衛生管理者免許資格取得等の勧奨など
⑧ 全シ協高齢運転者等ガイドラインを基本とする安全基準の整備と運転者に対する講習､
　 健康チェック等の実施など
⑨ その他

① 就業開拓推進員の配置※、就業開拓推進委員会の開催※
② 労働関係法規及び適正就業ガイドライン等を遵守した適正就業の確保（再掲）※
③ ハローワーク、市町、地域業界団体等との連携強化による就業機会の拡大※
④ 広域的な就業開拓と需給調整※
⑤ 福祉･家事･子育て支援サービス事業※、地域就業機会創出･拡大事業等の支援※
⑥ 独自事業の開発及び取組等の支援※
⑦ その他

① 研修会等の実施（新任理事、新任事務局長、テーマ別、業務別、経験別職員研修会等）※
② センターの職員を連合会職員として研修受入※
③ 全シ協が実施する新任理事長･新任事務局長研修の受講の勧奨など※

① 高齢者の社会参加拡大※
② 地域就業機会創出・拡大事業の支援（再掲）※
③ 独自事業への取組による就業確保への支援※
④ センターからの相談への対応
⑤ その他

① 会員に対する各種研修のセンターとの共同実施※
② 全シ協等が実施する各種研修へのセンター職員の受講の勧奨※
③ センター業務の軽量化に向けた事務の集中化等の調査・研究※

① 事業実施状況の把握・分析及び事業概要等の統計調査
② 企業情報等の収集･提供
③ その他シルバー事業の運営に必要な調査

① 派遣事業の総括、的確な実施
② 法令及び適正就業ガイドライン等を遵守した適正就業の確保（再掲）
③ 高齢法第３９条による業務拡大措置の実施
④ 実施事業所（センター）業務の支援
⑤ 派遣会員の健康・安全対策の推進※
⑥ 派遣会員の運転業務における交通事故防止対策の推進（再掲）
⑦ 派遣元責任者講習の受講の勧奨
⑧ その他

① 有料職業紹介事業の総括、的確な実施
② 実施事業所（センター）業務の支援
③ 職業紹介責任者講習の受講の勧奨

① 高齢者の派遣、請負、職業紹介に資する求人情報等の収集･分析
② 技能講習の実施、センター会員のスキルアップの推進
③ 技能講習受講者の派遣、請負、有料職業紹介等の就業支援

 定時総会、理事会、理事長会議、事務局長会議、その他の会議の開催

 「事業推進計画（中期計画）」の必要な点検及び平成２９年度実施状況の評価

① 石川県公益認定等審議会事務局との連絡調整
② 弁護士、公認会計士、社会保険労務士等専門家による助言等のセンター支援
③ 公認会計士による連合会経理事務等の月次確認指導の実施

❶ 普及啓発事業

❷ 安全・適正就業対策
　 推進事業

❸ 就業開拓等事業

❹ 交流研修事業

❾ 有料職業紹介事業

10 高齢者活躍人材育成事業

❼ 調査研究事業

❻ センター事業の連携
　 支援事業※

❶ 総会及び会議の開催

❷ 事業運営に係る進捗管理

❸ 公益法人制度への対応

❽ 労働者派遣事業の
　 拡充

❺ センター助言・指導
　 活動事業

高
齢
者
の
生
き
が
い
の
充
実
及
び
社
会
参
加
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
業

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事
業

法
人
事
業

〈国受託事業〉

〈高齢者のための就業機会の確保及び提供等〉

〈シルバー人材センターの運営に関する援助、育成等〉

事業実施計画（事業体系）

重点事業　① 安全就業の確保及び徹底、② 会員の拡大、③ 就業機会の拡大

下線は新規事業もしくは新規
事業を含む事業
※は「石川県シルバー人材
センター事業推進計画」に
関連する事業

　平成27年３月に策定した「事業推進計画」に基づき事業推進を図る中で、平成30年度の事業推進
に当たっては、センター及び関係機関と連携し引き続き効率的・効果的な事業展開を図るため、３つ
の事項を重点として各事業の着実な実施に努め、積極的かつ効果的な取り組みを展開する。
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シルバー人材センターだより

設立30周年を迎えて
　昭和63年４月に設立された当センターは、早い
もので、今年、設立30周年を迎えました。

　去る５月25日、
午後１時30分から
開催された式典に
は、山辺芳宣羽咋
市長、須野原雄県
連合会会長をはじ
め多くの来賓の皆
様方にご臨席いた
だきました。

　式典では、永年に亘り当センターをご利用いた
だいている発注者様へ
の感謝状贈呈やセン
ター事業に功績のあっ
た会員への表彰状授与
など粛々とスケジュー
ルが運び、無事に終え
ることができました。
　この日を迎えるまで
に、準備に準備を重ね
てきました。遡ること１年半前、‥‥

～ 準備・舞台裏 ～
●設立30周年記念事業実行委員会発足
　当センターでは、これまでに10周年と20周年
の２回、周年事業を実施した経験があります。と
はいえ、当時を知るメンバーも少なくなり、「記
念事業を成功裏に収めたい」、その責任と熱意を
持った役職員と一般会員からの公募委員が集まり、
まず実行委員会を発足しました。
　初会合は平成28年12月の暮れ、記念式典を担
当する「式典部会」、そして30周年の集大成とも
いうべき記念誌作
成を担当する「記
念誌発行部会」に
分かれて本格的な
準備作業が始まり
ました。記念式典
まで18カ月、カウ
ントダウンの始ま
りです。
　式典部会では、会場設営はもちろん、当日の進
行など、念には念を入れて準備して、シミュレー

ションを繰り返しました。
　式典会場の下見では、看板の位置をはじめ、受
賞者がステージに上がるコースなど、微に入り細
に入り調整を繰り返しました。
　通算５回開催された式典部会では、出席者から
様々な意見や提案がありました。記念式典の最後
に開催されるアトラクションを一般市民に開放し
て観覧してもらおうとの提案で、式典の１週間前
から会場近くの交差点にＰＲ看板を設置しました。
　また、表彰者への粗品には、今回初めて商品券
を贈ることになりました。昨年までは記念品を贈
呈していましたが、昨今の〝粗品事情〟を反映し
て、そして地元商店街の活性化の一助にとの思い
もあり、地域限定
のＵＦＯ商品券を
粗品としました。
　記念誌発行部会
では、１冊の記念
誌の中に如何にし
て過去30年の歴史
を集約するか、そ
して後世に誇れる
モノを遺そうとの情熱を傾けました。
　通算７回の部会を通して幾つかの意見が出て、
その中で実現したものの一つが「座談会」でした。
入会年度も就業内容も異なる７名が集まり、「シ

ルバーから得たもの」
というテーマについて、
ざっくばらんに話して
もらいました。当初、
ぎこちなかった参加者
でしたが、やがてそれ
ぞれの〝思い〟を語り
始めました。
　記念誌のタイトルは、
10年前に発刊した設立
20周年記念誌と同じ
「シルバーはくい　あ

ゆみ」ですが、今回は活字ではなく、会員の中で
書道の達人に原稿を依頼しました。

地道に築いてきた30年の歴史、そして未来へ
　この30年を振り返ると、いろんなことがありま
したが、記念事業を無事に終えて、役職員一同安
堵しています。
　次は10年後、設立40周年です。

公益社団法人　羽咋市シルバー人材センター

式辞： 理事長 菅野守二

祝辞 ：須野原雄 県連合会会長

式典会場の下見

記念誌発行部会の様子

題字：前田美穂子

シルバー連合会いしかわ● 11



平成29年度
県内シルバー人材センター事業実績

1,321

634

521

495

747

232

222

173

242

173

177

152

224

157

268

100

126

124

6,088

金 沢 市

小 松 市

七 尾 市

加 賀 市

白 山 市

羽 咋 市

野々市市

珠 洲 市

輪 島 市

能 登 町

かほく市

志 賀 町

津 幡 町

中能登町

能 美 市

宝達志水町

内 灘 町

穴 水 町

合 計

680

396

544

334

317

109

101

176

182

122

72

87

145

84

164

47

65

52

3,677

2,001

1,030

1,065

829

1,064

341

323

349

424

295

249

239

369

241

432

147

191

176

9,765

269
317,879

249
146,038

197
75,892
251

133,256
429

112,805
127

37,183
149

57,409
176

19,825
236

49,559
192

42,126
71

42,274
384

71,228
56

52,233
208

65,349
344

72,528
52

14,376
107

31,149
113

10,564
3,610

1,351,676

5,264
473,391
4,921

282,554
4,274

301,986
2,684

257,073
4,122

302,991
1,963
83,046
1,899
85,511
1,727

118,329
2,193
95,464
1,855

116,145
1,287
88,194
993

56,608
1,616
76,814
2,426

106,845
2,559

124,232
614

25,507
1,360
52,238
1,027
61,123
42,784

2,708,050

1,744

840

749

726

959

330

305

347

395

422

272

227

354

265

497

120

219

174

8,945

163,241

89,565

84,588

87,144

95,109

26,895

39,716

29,948

33,689

30,113

31,411

22,069

32,589

36,203

52,391

8,025

22,579

12,387

897,662

87.2

81.6

70.3

87.6

90.1

96.8

94.4

99.4

93.2

100.0

100.0

95.0

95.9

100.0

100.0

81.6

100.0

98.9

91.6

センター名
会　員　数

（平成30年３月31日現在）
就　業
実人員
（人）（B）

就　業
延人員
（人日）

就業率
(%)
(B/A)

契約件数（件）
契約金額（千円）※

男 女計（Ａ） 公　共 計

契約件数　46,394件

公共
８%

民間
92%

会員数　9,765人

女
38% 男

62%

契約金額　4,059,726千円

民間
67%

公共
33%

5,533
791,271
5,170

428,593
4,471

377,879
2,935

390,329
4,551

415,796
2,090

120,229
2,048

142,920
1,903

138,155
2,429

145,023
2,047

158,271
1,358

130,469
1,377

127,836
1,672

129,047
2,634

172,194
2,903

196,760
666

39,883
1,467
83,387
1,140
71,687
46,394

4,059,726

民　間

※契約金額は百円位を四捨五入しているため合計が合わない場合があります

● 2018.7　40 号12



事業契約高 会　員　数

契約高と会員数の推移

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

（人）

平成
29年度

平成
28年度

平成
27年度

平成
26年度

平成
25年度

平成
24年度

平成
23年度

3,400

3,500

3,600

3,700

3,800

3,900

4,000 10,000
（百万円）

平成
29年度

平成
28年度

平成
27年度

平成
26年度

平成
25年度

平成
24年度

平成
23年度

6,447

10,116 10,006 9,878 9,794 9,847 9,826 9,765

3,669

6,336

3,670

6,268

3,610

6,125

3,669

6,188

3,659

6,158

3,668

6,088

3,677

男 女 合計

引っ越しました

公益社団法人 能登町シルバー人材センター

〒927-0433
石川県鳳珠郡能登町字宇出津ハ字128番地
　　　　　　（旧　能登消防署宇出津分署）
TEL 0768-62-4688
FAX 0768-62-4689
http://webc.sjc.ne.jp/notocho/index

平成30年４月２日に移転しました。

3,788

3,652 3,637
3,675

3,779

3,984

4,060

6

35

249

崎山口

梶川橋バイパス中央

宇出津新町

●シメノドラッグ
能登町役場●

シルバー連合会いしかわ● 13



平成30年 公益社団法人石川県シルバー人材センター連合会は

設立20周年をむかえました

公益社団法人 石川県シルバー人材センター連合会
〒920-0862 金沢市芳斉1丁目15-15　TEL（076）222-4680　FAX（076）222-4681

ホームページ：http://www.ishikawa-ｓｉlver.com/
「シルバー連合会いしかわ」は、石川県シルバー人材センター連合会のホームページからもご覧いただけます。

編 集 後 記

「シルバー連合会いしかわ」第 40号発刊にあたり、お世話になった関係機関の皆様に、心から感謝申
し上げます。
2018ＦＩＦＡワールドカップでは、日本代表が決勝トーナメントに勝ち進みました。8強入りをかけた

ベルギー戦で惜しくも敗退しましたが、未明に行われた試合にもかかわらず、熱くテレビ観戦された方も
多かったのではないでしょうか。
若い頃は、夜更かしや徹夜をしてもすぐに回復しましたが、高齢になるとそうはいきません。働くシル

バーにとって、十分な睡眠は不可欠です。特に暑い夏は熱中症も心配です。万全の体調管理を心がけたい
ものです。

表紙写真の説明

「ひゃくまんさん」は、石川県の郷土玩具であり縁起物の「加賀八幡起上り」をモチーフに、石川の多
彩な文化をギュッと凝縮し、百万石の豪華絢爛さをイメージさせるデザインです。
輪島塗のおひげ、金沢箔を全身に施し、加賀友禅柄の菊やぼたん、色彩には赤・黄・緑・紺青（こん

じょう）・紫の九谷五彩を使用し、全国に誇る石川の伝統工芸の技術が取り入れられています。また、全
身の素材には炭素繊維が使われており、伝統だけでなく、石川が誇る先端技術の結晶でもあります。
さらに、全身には、兼六園のことじ灯籠や白山、能登キリコなど、県内各地域の観光資源が描かれてお

り、県内のマスコットキャラクターを代表するような風格を備えています。
出典：石川県ホームページより抜粋

公益社団法人石川県シルバー人材センター連合会　設立20周年記念事業

【同 時 開 催】20周年記念　公益社団法人シルバー人材センターフェア　12：00～
　　　　　　　・シルバー人材センターＰＲブースとパネル展示
　　　　　　　・シルバー人材センター特産品の販売

１．日　　時　平成30年10月18日（木）　13：00～
２．会　　場　石川県立音楽堂　邦楽ホール
３．参 加 者　県内シルバー人材センター会員、役職員、関係団体等
４．内　　容　  記念式典　・式辞、感謝状贈呈、来賓祝辞
　　　　　　　  記念講演　・講師：西川ヘレン氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　「大家族」～支え愛、見守り愛、励まし愛～
　　　　　　　  アトラクション　・相撲甚句、御陣乗太鼓
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