




公益社団法人 石川県シルバー人材センター連合会
　会　長　　林　　充　男

このたび、６月25日開催の定時総会並びに理事会において、皆様方のご推挙により、

当連合会の会長に選任されました。重責に身の引き締まる思いとともに、精一杯責務を

果たしてまいる所存であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会経済活動は大きな

打撃を受け、シルバー人材センター事業も多大な影響を被りました。請負・委任、派遣

ともに、会員の就業の自粛、企業活動の減退や休止による影響が生じ、厳しい状況と

なりました。令和３年度の契約金額は、６月末では前年同月の実績を上回っておりますが、

新型コロナウイルス感染症の先行きが見通せない状況の中、今後も予防対策に万全を

期し、安全な事業運営を推進してまいりたいと存じます。

少子高齢化が進み、人口に占める65歳以上の方の割合は、今後の推計も含め増加の

一途をたどっております。企業においては、65歳までの雇用継続が進み、さらに、改正

高年齢者雇用安定法により70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務とされました。

このような社会情勢で、働く意欲のある高齢者が、その能力と経験を生かして社会参加

することが超高齢社会ではたいへん重要であり、シルバー人材センターは、その就業

機会の提供の場としての大きな役割を担っております。

当連合会は、令和２年度に策定した新たな事業推進計画（中期計画）に基づき、

「安全就業の確保及び徹底」、「会員の確保・拡大」、「就業機会の拡大」を重点事業

として、本県のシルバー事業の発展のため、行政、経済などの関係機関・団体と強く

連携をはかりながら、県内のシルバー人材センターとともに、積極的な事業運営、

さらには地域社会の振興・発展に取り組んでまいる所存です。皆様方のご指導、ご協力

をお願い申し上げまして、就任のご挨拶といたします。

就任のごあいさつ
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よしだ  けんいち

石川労働局長
　𠮷　田　研　一

本年４月１日付で石川労働局長を拝命しました、𠮷田研一です。公益社団法人石川県
シルバー人材センター連合会及び各地区シルバー人材センターの皆様方には、日頃から
石川労働局の行政運営の推進について、格別の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。
石川県の雇用失業情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響から回復の兆しがみられ、
４月末の有効求人倍率は1.35倍と６ヶ月連続で上昇し、一部に持ち直しの動きがみられ、
求人は全体として底堅い状況にありますが、依然として注意を要する状態にあります。
新規求職者数では、60歳以上の求職者数が４ヶ月連続で増加傾向にあり、シニア世代
の社会における活躍がより一層期待されるところであります。そして、その多様な就業
ニーズに応えていくために、シルバー人材センターが果たす役割も今後益々期待が高ま
るものと考えております。
労働行政においては、本年４月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業主に
対し、これまでの65歳までの雇用機会確保の義務に加え、70歳までの就業機会確保
の努力義務が新たに設けられました。石川労働局としましても、改正法の趣旨や内容
の周知徹底を主眼とする啓発及び指導を行ってまいります。
また、県内３カ所のハローワーク（金沢、小松、白山）に、概ね60歳以上の方のため
の就職相談窓口として「生涯現役支援窓口」を設置しており、シニア世代の採用に意欲
的な企業の求人情報の提供、履歴書等の書き方や面接の受け方、求職活動の方法など
各種ガイダンスを実施しております。
今後も、働く意欲のあるシニア世代がその能力を十分に発揮できる環境整備に全力で
取り組んでまいります。
最後に、関係する皆様におかれましては、健康と安全に御留意いただき、引き続き
御尽力・御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祈念申し上げ、御挨拶とさせていただきます。

就任のごあいさつ
第２回 県内各センター事務局長会議《Web会議》　

桶川秀志会長のあいさつの後、連合会事務局から内容説明があり、質疑応答が行われました。
【議事内容】
・全シ協からのシルバー人材センター
事業に関する情報提供
・令和３年度国のシルバー事業関連
予算（案）について
・安全就業の徹底について
・令和２年度国委託事業について
・労働者派遣事業について

令和２年度の主要事業（令和３年１月～３月実施分）

令和３年１月29日(金)〈石川県職業能力開発プラザ〉

第２回 専門委員会《Web会議》

４つの専門委員会の第２回会議は、Web会議方
式で開催し、桶川秀志会長のあいさつの後、各委
員長の議事進行により協議が行われました。
　２月19日　交流研修専門委員会
　　　　　 　普及啓発推進専門委員会
　２月25日　就業開拓推進専門委員会
　　　　　 　安全・適正就業推進専門委員会
【各専門委員会の審議内容】
・令和２年度事業実施状況（中間報告）について
・今後の事業推進について

２月１９日（金）・25日(木)〈石川県職業能力開発プラザ〉

経理研修会《Web会議》

県内各センターの担当職員を対象に毎年実施している経理研修会について、今年度は、国補助金経
理事務に特化した内容としました。受講者の補助金経理の経験年
数及びセンターの規模により４グループに分けてWeb会議方式
で開催しました。連合会からの説明の後、グループ内での意見交
換に移り、疑問点や書類の作成方法等について確認しながら、理
解を深めていただきました。
Web形式の研修会は、手軽に開催できる反面、参加者が発言
しづらいなどのデメリットもあると感じられました。

３月１０日（水）・11日（木）・１6日（火）〈石川県職業能力開発プラザ〉
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よしだ  けんいち

石川労働局長
　𠮷　田　研　一

本年４月１日付で石川労働局長を拝命しました、𠮷田研一です。公益社団法人石川県
シルバー人材センター連合会及び各地区シルバー人材センターの皆様方には、日頃から
石川労働局の行政運営の推進について、格別の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。
石川県の雇用失業情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響から回復の兆しがみられ、
４月末の有効求人倍率は1.35倍と６ヶ月連続で上昇し、一部に持ち直しの動きがみられ、
求人は全体として底堅い状況にありますが、依然として注意を要する状態にあります。
新規求職者数では、60歳以上の求職者数が４ヶ月連続で増加傾向にあり、シニア世代
の社会における活躍がより一層期待されるところであります。そして、その多様な就業
ニーズに応えていくために、シルバー人材センターが果たす役割も今後益々期待が高ま
るものと考えております。
労働行政においては、本年４月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業主に
対し、これまでの65歳までの雇用機会確保の義務に加え、70歳までの就業機会確保
の努力義務が新たに設けられました。石川労働局としましても、改正法の趣旨や内容
の周知徹底を主眼とする啓発及び指導を行ってまいります。
また、県内３カ所のハローワーク（金沢、小松、白山）に、概ね60歳以上の方のため
の就職相談窓口として「生涯現役支援窓口」を設置しており、シニア世代の採用に意欲
的な企業の求人情報の提供、履歴書等の書き方や面接の受け方、求職活動の方法など
各種ガイダンスを実施しております。
今後も、働く意欲のあるシニア世代がその能力を十分に発揮できる環境整備に全力で
取り組んでまいります。
最後に、関係する皆様におかれましては、健康と安全に御留意いただき、引き続き
御尽力・御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祈念申し上げ、御挨拶とさせていただきます。

就任のごあいさつ
第２回 県内各センター事務局長会議《Web会議》　

桶川秀志会長のあいさつの後、連合会事務局から内容説明があり、質疑応答が行われました。
【議事内容】
・全シ協からのシルバー人材センター
事業に関する情報提供
・令和３年度国のシルバー事業関連
予算（案）について
・安全就業の徹底について
・令和２年度国委託事業について
・労働者派遣事業について

令和２年度の主要事業（令和３年１月～３月実施分）

令和３年１月29日(金)〈石川県職業能力開発プラザ〉

第２回 専門委員会《Web会議》

４つの専門委員会の第２回会議は、Web会議方
式で開催し、桶川秀志会長のあいさつの後、各委
員長の議事進行により協議が行われました。
　２月19日　交流研修専門委員会
　　　　　 　普及啓発推進専門委員会
　２月25日　就業開拓推進専門委員会
　　　　　 　安全・適正就業推進専門委員会
【各専門委員会の審議内容】
・令和２年度事業実施状況（中間報告）について
・今後の事業推進について

２月１９日（金）・25日(木)〈石川県職業能力開発プラザ〉

経理研修会《Web会議》

県内各センターの担当職員を対象に毎年実施している経理研修会について、今年度は、国補助金経
理事務に特化した内容としました。受講者の補助金経理の経験年
数及びセンターの規模により４グループに分けてWeb会議方式
で開催しました。連合会からの説明の後、グループ内での意見交
換に移り、疑問点や書類の作成方法等について確認しながら、理
解を深めていただきました。
Web形式の研修会は、手軽に開催できる反面、参加者が発言
しづらいなどのデメリットもあると感じられました。

３月１０日（水）・11日（木）・１6日（火）〈石川県職業能力開発プラザ〉
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第４回理事会

桶川秀志会長のあいさつの後、次の事項について審議・報告が行われ、審議事項については、全て
承認されました。

【審議事項】
（１）令和２年度収支補正予算について
（２）令和３年度事業計画について
（３）令和３年度収支予算について
（４）一般労働者派遣事業実施に関する協定書の一部改定について
（５）役員賠償責任保険（団体保険）の加入について
（６）理事の利益相反取引について

【報告事項】
・令和２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３年度シルバー人材センター
関係予算について
・令和３年度の国委託事業について
・その他

桶川　秀志 会長

３月26日（金）〈石川県女性センター〉

金　沢　市
加　賀　市
野 々 市 市
能　登　町
津　幡　町
能　美　市

一般社団法人 石川県ビルメンテナンス協会
一般財団法人 石川県金沢勤労者プラザ
小松商工会議所
七尾商工会議所
輪島商工会議所
一般社団法人 石川県経営者協会
一般社団法人 石川県警備業協会
おおぞら農業協同組合
株式会社マルエー
株式会社谷印刷

金沢商工会議所
白山商工会議所
加賀商工会議所
珠洲商工会議所
羽咋市商工会
株式会社マックスカンパニー
珠洲市農業協同組合
石川県社会保険労務士会
株式会社トヨタレンタリース石川

【県内市町】

【各種団体・企業】

賛助会員名簿（37団体）

小　松　市
白　山　市
珠　洲　市
か ほ く 市
穴　水　町
中 能 登 町

七　尾　市
羽　咋　市
輪　島　市
志　賀　町
宝達志水町
内　灘　町

桶川秀志会長のあいさつの後、次の事項につい
て審議・報告が行われ、審議事項については全て
承認されました。
【審議事項】
（１）令和２年度収支補正予算について
（２）令和２年度事業報告について
（３）令和２年度決算について（監事監査報告）
（４）役員候補者の選出について
（５）令和３年度定時総会の招集について
（６）令和３年度シルバー人材センター事業関係
　　　功労者表彰について（石川県シルバー人材センター連合会表彰）
【報告事項】
・令和２年度代表理事及び職務執行理事の職務執行状況報告について 桶川　秀志 会長

第１回 理事会《 Web会議 》

令和３年度の主要事業（４月～７月実施分）

令和３年６月８日(火)〈石川県職業能力開発プラザ〉

県内シルバー人材センターにおいて、今年度
から派遣業務に携わる６名の職員を対象に、Web
形式で研修を行いました。
増田勉事務局長のあいさつの後、北山光明派遣
管理者が、労働者派遣業務の知識や実務について
説明しました。

派遣業務担当者初級研修《 Web研修 》
６月１５日（火）〈石川県職業能力開発プラザ〉

第１回事務局長会議（シルバー派遣事業検討委員会）は、県内シルバー人材セ
ンターの事務局長が出席し、Web会議の方式で開催しました。

桶川秀志会長のあいさつの
後、連合会事務局から次の項
目について説明を行いました。
・全シ協からのシルバー人材セ
ンター事業に関する情報提供
・労働者派遣事業について
・その他（令和３年度高齢者
活躍人材確保育成事業計画）

桶川　秀志 会長

第１回県内各センター事務局長会議《 Web会議 》
６月１８日（金）〈石川県職業能力開発プラザ〉
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第４回理事会

桶川秀志会長のあいさつの後、次の事項について審議・報告が行われ、審議事項については、全て
承認されました。

【審議事項】
（１）令和２年度収支補正予算について
（２）令和３年度事業計画について
（３）令和３年度収支予算について
（４）一般労働者派遣事業実施に関する協定書の一部改定について
（５）役員賠償責任保険（団体保険）の加入について
（６）理事の利益相反取引について

【報告事項】
・令和２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３年度シルバー人材センター
関係予算について
・令和３年度の国委託事業について
・その他

桶川　秀志 会長

３月26日（金）〈石川県女性センター〉

金　沢　市
加　賀　市
野 々 市 市
能　登　町
津　幡　町
能　美　市

一般社団法人 石川県ビルメンテナンス協会
一般財団法人 石川県金沢勤労者プラザ
小松商工会議所
七尾商工会議所
輪島商工会議所
一般社団法人 石川県経営者協会
一般社団法人 石川県警備業協会
おおぞら農業協同組合
株式会社マルエー
株式会社谷印刷

金沢商工会議所
白山商工会議所
加賀商工会議所
珠洲商工会議所
羽咋市商工会
株式会社マックスカンパニー
珠洲市農業協同組合
石川県社会保険労務士会
株式会社トヨタレンタリース石川

【県内市町】

【各種団体・企業】

賛助会員名簿（37団体）

小　松　市
白　山　市
珠　洲　市
か ほ く 市
穴　水　町
中 能 登 町

七　尾　市
羽　咋　市
輪　島　市
志　賀　町
宝達志水町
内　灘　町

桶川秀志会長のあいさつの後、次の事項につい
て審議・報告が行われ、審議事項については全て
承認されました。
【審議事項】
（１）令和２年度収支補正予算について
（２）令和２年度事業報告について
（３）令和２年度決算について（監事監査報告）
（４）役員候補者の選出について
（５）令和３年度定時総会の招集について
（６）令和３年度シルバー人材センター事業関係
　　　功労者表彰について（石川県シルバー人材センター連合会表彰）
【報告事項】
・令和２年度代表理事及び職務執行理事の職務執行状況報告について 桶川　秀志 会長

第１回 理事会《 Web会議 》

令和３年度の主要事業（４月～７月実施分）

令和３年６月８日(火)〈石川県職業能力開発プラザ〉

県内シルバー人材センターにおいて、今年度
から派遣業務に携わる６名の職員を対象に、Web
形式で研修を行いました。
増田勉事務局長のあいさつの後、北山光明派遣
管理者が、労働者派遣業務の知識や実務について
説明しました。

派遣業務担当者初級研修《 Web研修 》
６月１５日（火）〈石川県職業能力開発プラザ〉

第１回事務局長会議（シルバー派遣事業検討委員会）は、県内シルバー人材セ
ンターの事務局長が出席し、Web会議の方式で開催しました。

桶川秀志会長のあいさつの
後、連合会事務局から次の項
目について説明を行いました。
・全シ協からのシルバー人材セ
ンター事業に関する情報提供
・労働者派遣事業について
・その他（令和３年度高齢者
活躍人材確保育成事業計画）

桶川　秀志 会長

第１回県内各センター事務局長会議《 Web会議 》
６月１８日（金）〈石川県職業能力開発プラザ〉
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令和3年度定時総会は、コロナウイルス感
染症感染防止のため、Web方式で開催されま
した。
桶川秀志会長が開会の宣言を兼ねたあいさ
つを行った後、シルバー人材センター事業関
係功労者表彰の発表が行われました。例年で
すと、総会会場にて会長から受賞者の皆様に、
直接表彰状と記念品が贈られますが、今年は
Web方式のため、お名前の発表のみとさせていただきました。
その後、議長に野々市市シルバー人材センターの麦山真珠美事務局長を選出し、議案審議に入り、
全ての議案が原案どおり全会一致で承認されました。

第１回安全対策協議会《 Web会議 》

事務局長会議終了後、センター事務局長を委員とする安全対策協議会の今年度の第１回会議を開催
しました。本協議会の会議は、昨年度まで、衛生委員会と合同で開催していましたが、会員の安全対
策について、より充実した協議を行うため、それぞれ単独で開催することとしました。
協議に先立ち、本協議会の今年度の運営等について、増田勉事務局長が説明し、続いて担当者から
協議事項の説明を行いました。
協議事項の「安全就業に関するセンターの取組事例」では、①飛び石事故、②熱中症、③ハチ刺さ
れ、の３つの対策に絞り、情報交換を行いました。事前に各センターから取組事例を報告してもらい、
一覧に取りまとめたものを資料として提供していたことから、活発な意見交換となり、会員の安全対
策に有用な機会となりました。

６月１８日（金）〈石川県職業能力開発プラザ〉

定時総会《 Web会議 》
６月２５日（金）〈石川県職業能力開発プラザ〉

第１号議案　令和２年度事業報告について
第２号議案　令和２年度決算について
第３号議案　役員の選任について

報告第１号　令和２年度収支補正予算について
報告第２号　令和３年度事業計画について
報告第３号　令和３年度収支予算について

議案審議等

公益社団法人  輪島市シルバー人材センター　前理事長
公益社団法人  能登町シルバー人材センター　前理事長

定時総会において表彰をお受けになられた皆様です。

坂口　　茂 氏
持木　一茂 氏

公益社団法人  津幡町シルバー人材センター　前事務局長 角井　順子 氏

シルバー人材センター事業関係功労者表彰シルバー人材センター事業関係功労者表彰

●センター理事長表彰（理事長を３期６年以上務められた方）

●センター事務局長表彰（事務局長を４年以上務められた方）

桶川秀志会長におかれましては、令和元年６月の就任以来２年間、石川
県シルバー人材センター連合会の会長として多大なご尽力をいただきまし
たが、本定時総会をもちまして、退任されました。
その御功労に対し深く敬意を表し、感謝申し上げます。

刈払機講習

第２回理事会《 Web会議 》

同日の定時総会において、全役員の任期満了に伴う新役員の選任が行われたことを受け、定時総会
終了後に開催され、理事の中から会長１名、副会長２名、専務理事１名が選定されました。
【審議事項】
○会長、副会長及び専務理事の選定について

センター支援講習（連合会独自事業）
各センターの要望により、就業中の事故防止対策の一環としての刈払機取扱講習をはじめ、
シルバー受託事業の主力である業務の、剪定、清掃、調理の講習のほか、接遇講習などの開催を支援し、
会員のスキルアップを図ります。

桶川秀志会長のご退任桶川秀志会長のご退任

役員名簿（任期：令和５年度定時総会終結時まで）

役職名 氏　名 備　　　　考
会　　長
副 会 長
　 〃 　
専 務 理 事
理 　 　 事
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
監　　事
　 〃 　

林　　　充　男
竹　田　由喜夫
藤　　　勝　好
増　田　　　勉
紺　谷　重　男
南　　　忠　治
宮　﨑　　　護
越　田　幸　宏
宮　坂　雅　之
村　田　善　紀
浅　野　　　昇

金沢市シルバー人材センター理事長
白山市シルバー人材センター理事長
七尾市シルバー人材センター理事長
石川県シルバー人材センター連合会事務局長
かほく市シルバー人材センター理事長
能美市シルバー人材センター理事長
加賀市シルバー人材センター理事長
小松市シルバー人材センター理事長
輪島市シルバー人材センター理事長
津幡町シルバー人材センター理事長
野々市市シルバー人材センター理事長

開　催　地　区 講　習　名
刈払機講習

剪 定 講 習

清 掃 講 習
接 遇 講 習
調 理 講 習

計

加賀市、小松市、白山市、かほく市、
七尾市、能登町
小松市、白山市、かほく市、七尾市、
穴水町、輪島市
加賀市、小松市、志賀町、輪島市
白山市、津幡町
能登町

県内10地区

開催回数 受講定員総数
６回

６回

４回
２回
１回
19回

70名

60名

40名
20名
10名
200名

令和３年度の開催予定

６月２５日（金）
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桶川秀志会長におかれましては、令和元年６月の就任以来２年間、石川
県シルバー人材センター連合会の会長として多大なご尽力をいただきまし
たが、本定時総会をもちまして、退任されました。
その御功労に対し深く敬意を表し、感謝申し上げます。

刈払機講習

第２回理事会《 Web会議 》

同日の定時総会において、全役員の任期満了に伴う新役員の選任が行われたことを受け、定時総会
終了後に開催され、理事の中から会長１名、副会長２名、専務理事１名が選定されました。
【審議事項】
○会長、副会長及び専務理事の選定について

センター支援講習（連合会独自事業）
各センターの要望により、就業中の事故防止対策の一環としての刈払機取扱講習をはじめ、
シルバー受託事業の主力である業務の、剪定、清掃、調理の講習のほか、接遇講習などの開催を支援し、
会員のスキルアップを図ります。

桶川秀志会長のご退任桶川秀志会長のご退任

役員名簿（任期：令和５年度定時総会終結時まで）

役職名 氏　名 備　　　　考
会　　長
副 会 長
　 〃 　
専 務 理 事
理 　 　 事
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
監　　事
　 〃 　

林　　　充　男
竹　田　由喜夫
藤　　　勝　好
増　田　　　勉
紺　谷　重　男
南　　　忠　治
宮　﨑　　　護
越　田　幸　宏
宮　坂　雅　之
村　田　善　紀
浅　野　　　昇

金沢市シルバー人材センター理事長
白山市シルバー人材センター理事長
七尾市シルバー人材センター理事長
石川県シルバー人材センター連合会事務局長
かほく市シルバー人材センター理事長
能美市シルバー人材センター理事長
加賀市シルバー人材センター理事長
小松市シルバー人材センター理事長
輪島市シルバー人材センター理事長
津幡町シルバー人材センター理事長
野々市市シルバー人材センター理事長

開　催　地　区 講　習　名
刈払機講習

剪 定 講 習

清 掃 講 習
接 遇 講 習
調 理 講 習

計

加賀市、小松市、白山市、かほく市、
七尾市、能登町
小松市、白山市、かほく市、七尾市、
穴水町、輪島市
加賀市、小松市、志賀町、輪島市
白山市、津幡町
能登町

県内10地区

開催回数 受講定員総数
６回

６回

４回
２回
１回
19回

70名

60名

40名
20名
10名
200名

令和３年度の開催予定

６月２５日（金）
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高齢者活躍人材確保育成事業（国の委託事業）
令和３年度高齢者活躍人材確保育成事業（厚生労働省委託事業）では、高齢者、企業等退職予定者
及び企業等に対して、シルバー人材センター（以下「シルバー」という。）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、企業双方のシルバーに対する理解を深めること、ま
た、高齢者がシルバーに興味を持ち自信を持って就業できるように、必要な技能講習を行うことによ
り、シルバーの新規会員、新たにシルバーを活用する企業等を増加させることとしています。
併せて、シルバー会員で新たな分野での活躍を希望している会員等に対し、技能講習及び就業体験
を実施することにより、人手不足分野等での担い手不足の解消を目指すこととしています。

令和３年６月24日（木）に開催された全シ協定時総会において、１センターと２名が表彰されました。

シルバーの周知・広報のため、テレビ・ラジオCM、新聞、自治体広報誌等での広告を実施する
ほか、路線バスの車内アナウンスでの広告も行っています。

（１）テレビCM（北陸放送、石川テレビ、テレビ金沢、北陸朝日
放送で３種類のCMを放映）
・３種類のCM（各15秒）①送迎バス乗務編、②花売り場編、
③遺跡発掘編
・放映期間：令和３年４月（放映数：222回）

（２）ラジオCM（北陸放送　MROラジオ）
・①シニア②企業対象の各20秒CMを朝及び夕方のMRO
ニュース時間帯に放送
・放送期間：令和３年４月～５月（放送数：128回）

（３）新聞広告
・北國新聞 朝刊テレビ欄下
　期間：令和３年４月～５月（掲載数：８回）

（４）自治体広報誌等による周知・広報
・白山市など13市町の広報誌にシルバーの広告を掲載
・石川県、金沢市及び小松市のホームページにシルバーの
バナー広告を掲載
　期間：令和３年４月～令和４年３月

1 シルバー人材センターの周知・広報の実施

公益社団法人  能美市シルバー人材センター

公益社団法人  志賀町シルバー人材センター  理事長　　小泉　　勝  様
公益社団法人  内灘町シルバー人材センター  理事長　　埴崎　　滋  様

優　良　賞

安全就業優秀・優良シルバー人材センター安全就業優秀・優良シルバー人材センター

全シ協会長表彰（10年以上役員として就任、推薦時においても理事長の職にある方）全シ協会長表彰（10年以上役員として就任、推薦時においても理事長の職にある方）

おめでとうございます

全国シルバー人材センター事業協会定時総会における表彰
令和３年度

新聞広告

テレビCM

（５）バス車内のアナウンス広告
・北陸鉄道路線バスの「武蔵が辻」バス停案内時に、バス内でシルバーのアナウンス広告を放送
　期間：令和３年４月～令和４年３月（１日あたりのアナウンス数：288回）
　　　（アナウンス広告の内容）
　　　「シニアの皆さん、あなたの生活時間に合わせて、少し働いてみませんか。
　　　　お問い合わせは、シルバー人材センターまで」

シルバーの周知・広報のため、テレビ・ラジオCM、新聞、自治体広報誌等での広告を実施する
ほか、路線バスの車内アナウンスでの広告も行っています。

（１）テレビCM（北陸放送、石川テレビ、テレビ金沢、北陸朝日
放送で３種類のCMを放映）
・３種類のCM（各15秒）①送迎バス乗務編、②花売り場編、
③遺跡発掘編
・放映期間：令和３年４月（放映数：222回）

（２）ラジオCM（北陸放送　MROラジオ）
・①シニア②企業対象の各20秒CMを朝及び夕方のMRO
ニュース時間帯に放送
・放送期間：令和３年４月～５月（放送数：128回）

（３）新聞広告
・北國新聞 朝刊テレビ欄下
　期間：令和３年４月～５月（掲載数：８回）

（４）自治体広報誌等による周知・広報
・白山市など13市町の広報誌にシルバーの広告を掲載
・石川県、金沢市及び小松市のホームページにシルバーの
バナー広告を掲載
　期間：令和３年４月～令和４年３月

「技能講習」は、60歳以上のシルバー未会員の方について、シルバーの会員となり、シルバーでの
就業に興味や自信を持つことができるように、また、シルバーの会員であって職種の転換を希望する
会員等については、新たな分野で就業し活躍できることを目的に実施するものです。

2 技能講習の実施

開　催　地　区 開催回数 受講定員総数講　習　名
剪定講習
ドローン講習
お掃除・整理収納講習
刈払機講習
生活支援講習
ガーデニング講習
きのこ栽培講習
学童保育補助講習
ラッピング講習
障子張り講習
野菜栽培
遺跡発掘

12講習

白山市、羽咋市、七尾市、珠洲市
白山市、かほく市、七尾市、能登町
小松市、金沢市、内灘町、七尾市
小松市、白山市、羽咋市
小松市、内灘町、七尾市
津幡町、穴水町
能登町
小松市
小松市
能登町
能登町
白山市

県内11市町

４ 回
４ 回
４ 回
３ 回
３ 回
２ 回
１ 回
１ 回
１ 回
１ 回
１ 回
１ 回
26回

40名
40名
40名
30名
30名
20名
10名
10名
10名
10名
10名
10名
260名

令和３年度開催予定の技能講習

「就業体験」は、シルバー未会員の方でシルバーでの就業に関心のある60歳以上の方又はシルバー
の会員であって職種の転換を希望する会員を対象に実施するものです。シルバー会員や事業所等の協
力を得て、高齢者の関心の高い分野やシルバーへの入会に繋がることが期待できる分野で、安全に留
意しつつ実際に行う作業等についての体験を実施しています。　
また、シルバーの独自事業で行う就業体験だけでなく、シルバーに発注実績のある企業等の協力を
得て行う就業体験も実施しています。

3 就業体験の実施

６月までに実施した
主な就業体験の内容

・建物清掃作業
・チラシ封入作業
・剪定作業
・剪定枝運搬作業
・墓地の清掃、ごみの片付け作業 チラシの封入作業 剪定作業
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（５）バス車内のアナウンス広告
・北陸鉄道路線バスの「武蔵が辻」バス停案内時に、バス内でシルバーのアナウンス広告を放送
　期間：令和３年４月～令和４年３月（１日あたりのアナウンス数：288回）
　　　（アナウンス広告の内容）
　　　「シニアの皆さん、あなたの生活時間に合わせて、少し働いてみませんか。
　　　　お問い合わせは、シルバー人材センターまで」

シルバーの周知・広報のため、テレビ・ラジオCM、新聞、自治体広報誌等での広告を実施する
ほか、路線バスの車内アナウンスでの広告も行っています。

（１）テレビCM（北陸放送、石川テレビ、テレビ金沢、北陸朝日
放送で３種類のCMを放映）
・３種類のCM（各15秒）①送迎バス乗務編、②花売り場編、
③遺跡発掘編
・放映期間：令和３年４月（放映数：222回）

（２）ラジオCM（北陸放送　MROラジオ）
・①シニア②企業対象の各20秒CMを朝及び夕方のMRO
ニュース時間帯に放送
・放送期間：令和３年４月～５月（放送数：128回）

（３）新聞広告
・北國新聞 朝刊テレビ欄下
　期間：令和３年４月～５月（掲載数：８回）

（４）自治体広報誌等による周知・広報
・白山市など13市町の広報誌にシルバーの広告を掲載
・石川県、金沢市及び小松市のホームページにシルバーの
バナー広告を掲載
　期間：令和３年４月～令和４年３月

「技能講習」は、60歳以上のシルバー未会員の方について、シルバーの会員となり、シルバーでの
就業に興味や自信を持つことができるように、また、シルバーの会員であって職種の転換を希望する
会員等については、新たな分野で就業し活躍できることを目的に実施するものです。

2 技能講習の実施

開　催　地　区 開催回数 受講定員総数講　習　名
剪定講習
ドローン講習
お掃除・整理収納講習
刈払機講習
生活支援講習
ガーデニング講習
きのこ栽培講習
学童保育補助講習
ラッピング講習
障子張り講習
野菜栽培
遺跡発掘

12講習

白山市、羽咋市、七尾市、珠洲市
白山市、かほく市、七尾市、能登町
小松市、金沢市、内灘町、七尾市
小松市、白山市、羽咋市
小松市、内灘町、七尾市
津幡町、穴水町
能登町
小松市
小松市
能登町
能登町
白山市

県内11市町

４ 回
４ 回
４ 回
３ 回
３ 回
２ 回
１ 回
１ 回
１ 回
１ 回
１ 回
１ 回
26回

40名
40名
40名
30名
30名
20名
10名
10名
10名
10名
10名
10名
260名

令和３年度開催予定の技能講習

「就業体験」は、シルバー未会員の方でシルバーでの就業に関心のある60歳以上の方又はシルバー
の会員であって職種の転換を希望する会員を対象に実施するものです。シルバー会員や事業所等の協
力を得て、高齢者の関心の高い分野やシルバーへの入会に繋がることが期待できる分野で、安全に留
意しつつ実際に行う作業等についての体験を実施しています。　
また、シルバーの独自事業で行う就業体験だけでなく、シルバーに発注実績のある企業等の協力を
得て行う就業体験も実施しています。

3 就業体験の実施

６月までに実施した
主な就業体験の内容

・建物清掃作業
・チラシ封入作業
・剪定作業
・剪定枝運搬作業
・墓地の清掃、ごみの片付け作業 チラシの封入作業 剪定作業

シルバー連合会いしかわ● 9



佳い夏を お迎えになられますように

皆様 お変わりなくお元気で御活躍のことと存じます。この「いしかわ第46号」がお手元に届く頃
にはワクチン接種が進み、感染者数が激減していることを期待しております。

先ずコロナ禍中で気になった二つの広報について書かせて頂きます。
一つめは「外出自粛による運動不足」です。「通勤は続けているが休日の外出や旅行は控えている」
という方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。早足歩行は体力低下を抑えると同時に脳
も活性化して精神状態を良好に保つことが知られており、ビタミンDは陽光を浴びた皮膚で作られる
ので骨粗鬆症の予防にも晴天時の外出は大切です。陽当たりの良い所を歩けない様なら短時間でも日
光浴をするべきとの意見もあります。
二つめは「自転車事故の増加」です。公共交通機関でのコロナ感染を避けられる自転車が見直さ
れ、「健康にも環境にも良い」との宣伝もあって、自転車交通の為の整備が遅れている街に不慣れな
人の自転車が増えた結果、人身事故が急増した由です。自転車が背後から歩行者に衝突して重大な結
果となった事例が多く、被害者にならない為に歩道でも背後への注意が必要と思います。骨粗鬆症や
運動能力低下が有る場合、相手が自転車でも骨折などの重傷を負うことがあり、治癒も遅れがちで入
院、通院による新型コロナ感染リスクも無視出来ません。
ところで運動という面から見ると平坦な舗装路で同じ距離を移動する場合、自転車の平均速度が徒
歩速度の２倍（市街地で安全運転をすれば大体この程度です）のとき消費カロリーは徒歩の約１/2
（負荷のかかる筋肉は異なりますが）です。自家用車より健康に良いとは謂えますが、事故のリスク
や他の交通への迷惑を考えると如何なものでしょうか。私も自転車は好きですが、体力維持の為には
自転車よりも徒歩をお薦めしています。

第42号から骨折を防ぐことについて書いてきました。第44号では骨粗鬆症を予防するカルシウム豊富
な食品として乳製品、大豆製品、小魚、小松菜、チンゲンサイ、乾燥ヒジキ等を挙げましたが、「コップ１
杯に１日に必要なカルシウムの１/３が含まれる」と推奨される様に牛乳は手軽にカルシウムが摂れる食品
の筆頭と云えます。
更に牛乳は必須アミノ酸（人体の蛋白質を構成する化合物のうち人体内では充分に作れないもの）を利
用し易いバランスで含んでいます。噛む必要のない牛乳はすこやか長寿の為に理想的な食品と云えるかも
知れません。また植物性食品からは殆ど摂取できないビタミンB12などのビタミン類が豊富で、家畜肉と
比較して圧倒的に低い飼料コストで動物性蛋白が得られるという未来の人類にとっての有用性も見えてき
ます。
但し乳糖不耐性という問題もあり、これが第44号で「牛乳」と書かず「乳製品」と書いた理由です。
次回から多くの興味深い話題に富む牛乳に関して詳しく書かせて頂きます。

今回もお読み頂きまして誠に有り難うございました。
お元気で。

公益社団法人 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

骨折を防ぎましょう その5
事務局長

　山本　哲也 氏
令和３年５月１日
　　　　　　　就任

やま もと てつ  や

小松市シルバー人材センター

事務局長

　英　　直喜 氏
令和３年６月１日
　　　　　　　就任

あなた なお  き

津幡町シルバー人材センター

事務局長

　川畑　　智 氏
令和３年４月１日
　　　　　　　就任

かわ はた さとる

志賀町シルバー人材センター

事務局長

　河島　　弘 氏
令和３年４月１日
　　　　　　　就任

かわ しま ひろし

中能登町シルバー人材センター

新任理事長・事務局長紹介

理事長

　林　　充男 氏
令和３年５月31日
　　　　　　　就任

はやし みつ  お

金沢市シルバー人材センター

新 任 理 事 長

新 任 事 務 局 長

理事長

　山田　政一 氏
令和３年５月28日
　　　　　　　就任

やま  だ まさ いち

羽咋市シルバー人材センター

理事長

　宮坂　雅之 氏
令和３年５月31日
　　　　　　　就任

みや さか まさ ゆき

輪島市シルバー人材センター

理事長

　越田　幸宏 氏
令和３年５月31日
　　　　　　　就任

こし  た ゆき ひろ

小松市シルバー人材センター

理事長

　浅野　　昇 氏
令和３年５月27日
　　　　　　　就任

あさ  の のぼる

野々市市シルバー人材センター

理事長

　大森　凡世 氏
令和３年５月27日
　　　　　　　就任

おお もり かず  よ

能登町シルバー人材センター
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佳い夏を お迎えになられますように

皆様 お変わりなくお元気で御活躍のことと存じます。この「いしかわ第46号」がお手元に届く頃
にはワクチン接種が進み、感染者数が激減していることを期待しております。

先ずコロナ禍中で気になった二つの広報について書かせて頂きます。
一つめは「外出自粛による運動不足」です。「通勤は続けているが休日の外出や旅行は控えている」
という方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。早足歩行は体力低下を抑えると同時に脳
も活性化して精神状態を良好に保つことが知られており、ビタミンDは陽光を浴びた皮膚で作られる
ので骨粗鬆症の予防にも晴天時の外出は大切です。陽当たりの良い所を歩けない様なら短時間でも日
光浴をするべきとの意見もあります。
二つめは「自転車事故の増加」です。公共交通機関でのコロナ感染を避けられる自転車が見直さ
れ、「健康にも環境にも良い」との宣伝もあって、自転車交通の為の整備が遅れている街に不慣れな
人の自転車が増えた結果、人身事故が急増した由です。自転車が背後から歩行者に衝突して重大な結
果となった事例が多く、被害者にならない為に歩道でも背後への注意が必要と思います。骨粗鬆症や
運動能力低下が有る場合、相手が自転車でも骨折などの重傷を負うことがあり、治癒も遅れがちで入
院、通院による新型コロナ感染リスクも無視出来ません。
ところで運動という面から見ると平坦な舗装路で同じ距離を移動する場合、自転車の平均速度が徒
歩速度の２倍（市街地で安全運転をすれば大体この程度です）のとき消費カロリーは徒歩の約１/2
（負荷のかかる筋肉は異なりますが）です。自家用車より健康に良いとは謂えますが、事故のリスク
や他の交通への迷惑を考えると如何なものでしょうか。私も自転車は好きですが、体力維持の為には
自転車よりも徒歩をお薦めしています。

第42号から骨折を防ぐことについて書いてきました。第44号では骨粗鬆症を予防するカルシウム豊富
な食品として乳製品、大豆製品、小魚、小松菜、チンゲンサイ、乾燥ヒジキ等を挙げましたが、「コップ１
杯に１日に必要なカルシウムの１/３が含まれる」と推奨される様に牛乳は手軽にカルシウムが摂れる食品
の筆頭と云えます。
更に牛乳は必須アミノ酸（人体の蛋白質を構成する化合物のうち人体内では充分に作れないもの）を利
用し易いバランスで含んでいます。噛む必要のない牛乳はすこやか長寿の為に理想的な食品と云えるかも
知れません。また植物性食品からは殆ど摂取できないビタミンB12などのビタミン類が豊富で、家畜肉と
比較して圧倒的に低い飼料コストで動物性蛋白が得られるという未来の人類にとっての有用性も見えてき
ます。
但し乳糖不耐性という問題もあり、これが第44号で「牛乳」と書かず「乳製品」と書いた理由です。
次回から多くの興味深い話題に富む牛乳に関して詳しく書かせて頂きます。

今回もお読み頂きまして誠に有り難うございました。
お元気で。

公益社団法人 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

骨折を防ぎましょう その5
事務局長

　山本　哲也 氏
令和３年５月１日
　　　　　　　就任

やま もと てつ  や

小松市シルバー人材センター

事務局長

　英　　直喜 氏
令和３年６月１日
　　　　　　　就任

あなた なお  き

津幡町シルバー人材センター

事務局長

　川畑　　智 氏
令和３年４月１日
　　　　　　　就任

かわ はた さとる

志賀町シルバー人材センター

事務局長

　河島　　弘 氏
令和３年４月１日
　　　　　　　就任

かわ しま ひろし

中能登町シルバー人材センター

新任理事長・事務局長紹介

理事長

　林　　充男 氏
令和３年５月31日
　　　　　　　就任

はやし みつ  お

金沢市シルバー人材センター

新 任 理 事 長

新 任 事 務 局 長

理事長

　山田　政一 氏
令和３年５月28日
　　　　　　　就任

やま  だ まさ いち

羽咋市シルバー人材センター

理事長

　宮坂　雅之 氏
令和３年５月31日
　　　　　　　就任

みや さか まさ ゆき

輪島市シルバー人材センター

理事長

　越田　幸宏 氏
令和３年５月31日
　　　　　　　就任

こし  た ゆき ひろ

小松市シルバー人材センター

理事長

　浅野　　昇 氏
令和３年５月27日
　　　　　　　就任

あさ  の のぼる

野々市市シルバー人材センター

理事長

　大森　凡世 氏
令和３年５月27日
　　　　　　　就任

おお もり かず  よ

能登町シルバー人材センター
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シルバー人材センターだより
公益社団法人　白山市シルバー人材センター

白山市は、日本三名山の一つ白山を有し、山・川・海に恵まれた自然豊かな地域です。白山市シルバー
人材センターは、この地で「豊富な知識と経験、シルバー白山は元気に働く「いぶし銀集団」」をモッ
トーに、７つの支所と本所が協力して活動しています。

剪定ボランティアの実施
　清掃ボランティアに加えて、毎年、老人福
祉施設等の樹木剪定を行っています。年１回で
はありますが、お客様から好評を得ています。

コミュニティバスに広告の掲載
　今年の１月から、白山市コミュニティバス
の車内広告で会員募集並びに仕事募集を行っ
ています。新規入会及び就業機会につながれ
ばと思っています。

ゆび編み教室の開催
　令和２年度に、女性会員の拡大と健康対策
の一環として開催しました。
　指と糸だけを使い、洗剤のいらないアクリ
ルエコたわしを製作しました。
　コロナ禍ということもあり、本所のみでの
開催でしたが、今後は、支所毎で開催し、女性
会員の入会促進と会員増強に結び付けたいです。

草刈り作業時の飛び石事故への対策
　草刈り業務については、刈払機による事故
が多かったため、令和２年度にカルマー
（刃）を導入したところ、カルマー使用時に
おいては事故がなくなりました。当初は通常
の刈払機に比べると重く、使い勝手が良くな
いとの意見もありましたが、今では安全面の
ことを考えるとカルマーにして良かったとの
会員の声があります。

● 2021.7　46 号12






	表紙46_2.pdf
	表紙46_1.pdf
	46号ページ組.pdf
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