
公益社団法人青梅市シルバー人材センター 

平 成 ２ ９ 年 度 事 業 報 告 

 

現下の社会、経済情勢を踏まえ、会員がもつ知識、経験を生かして地域社会に貢献するため

「地域との絆」、「お客様との絆」、「会員同士の絆」を大切にし、誰からも愛され、親しまれる

シルバーを目指して、平成２９年度の各種事業を実施しました。 

受託事業の契約金額および受注件数においては、前年度を上回りましたが、就業率等はわず

かに下回る結果となりました。このことを踏まえ、就業機会の確保・拡大を図るため「空き家

の管理業務」を引続き実施するとともに、新たに「介護予防・家事支援サービス」を開始しま

した。また、安全就業推進事業の実施により、安全意識の高揚と事故防止に努めました。 

 なお、都市計画道路整備に伴うセンター事務所の移転については、平成２９年７月に完了し、

新事務所で業務を開始しました。 

 

１ 就業開拓提供事業 

1) 受託事業 

  ⑴ 受託件数・契約金額                         

平成２９年度 平成２８年度 増△減 

受注件数 契約金額(千円) 受注件数 契約金額(千円) 受注件数 契約金額(千円) 

４,２８８ ４２１,１１０ ４,２４４ ４１３,６６５ ４４ ７,４４５ 

   ⑵ 就業実人員・就業率 

就業実人員（人） 就業率（％） 

男 女 計 男 女 計 

６８１ １７６ ８５７ ７１.２ ７１.０ ７１.２ 

2) 指定管理事業 

釜の淵市民館、および永山ふれあいセンターの２施設においては、指定管理者として市

民が安心して利用していただけるよう管理業務の遂行に努めました。 

 3) 独自事業 

 ⑴ 東原公園プール売店事業 

   今年度は、７月１５日にオープンし、プール開場期間中４０日の営業を行うことがで

きました。 

平成２９年度 平成２８年度 増△減 

営業日数 売上（千円） 営業日数 売上（千円） 営業日数 売上（千円） 

４０日 ７,３００ ３８日 ８,６０４ ２ △１,３０４ 

開場期間（７/１５～８/３１） 開場期間（７/１６～８/３１）  

 ⑵ シルバーショップ「よりみち」事業 

毎週金、土、日曜日、祝日（午前１０時から午後４時まで）に開店し、会員の手作り

作品および野菜の販売を行いました。 

 平成２９年度 平成２８年度 増△減 

内 訳 販売点数 売上(千円) 販売点数 売上(千円) 販売点数 売上(千円) 

手芸品 １,３１１      ４７０ １,４６９ ４９４ △１５８ △２４ 

委託品 ４３０ ２７０ ８１４ ４０６ △３８４ △１３６ 

野 菜 １９,６０９ ２,１７２ １９,７４５ ２,２１７ △１３６ △４５ 

 計 ２１,３５０ ２,９１２ ２２,０２８ ３，１１７ △６７８ △２０５ 



 

  ⑶ パソコン教室事業 

パソコン倶楽部主催による一般市民を対象とした教室を毎週月曜日・水曜日に（旧事

務所では毎週水曜日・土曜日）開催しました。 

平成２９年度 平成２８年度 増△減 

参加延人員 収入（千円） 参加延人員 収入（千円） 参加延人員 収入（千円） 

６１人 ３０５ ６７人 ３３５ △６人 △３０ 

 4) リサイクル事業 

リサイクル事業は、粗大ごみとして出された自転車、家具等を市から無償で譲り受け、

会員がもっている技能等を生かし再生、販売をして、ごみ減量、資源リサイクルに寄与し

ました。 

   なお、リサイクル事業の展開による資源リサイクル重量は８７,８０２㎏でした。 

   平成２９年度 平成２８年度 増△減 

販売点数 売上額(千円) 販売点数 売上額(千円) 販売点数 売上額(千円) 

家 具 等 ８,６６８ ６,９４５ ７,５５５ ６,８６７ １,１１３ ７８ 

自 転 車 ５２０ １,９６５ ５７４ ２,０７１ △５４ △１０６ 

防犯登録 （４９０） ２４５ （５２３） ２６２ （△３３） △１７ 

計 ９,１８８ ９,１５５ ８,１２９ ９,２００ １,０５９ △４５ 

 5) 就業募集および決定 

   就業者の決定にあたっては、毎月、会報および募集ビラで就業希望者を公募し、面接に

より就業者を決定しました。 

    面接日数１７日  就業応募者数４２２人 

6) 就業開拓 

就業開拓活動は、平成２９年度民間請負契約の締結確認とフォローを実施するとともに

会員状況調査等により就業実態調査を行いました。 

また、ＰＲチラシ等の配布により、当シルバー人材センターの業務内容および知名度向

上に努めました。 

 7) 要望活動 

平成２９年８月８日、青梅市長と面談し高齢者施策を担うシルバー人材センターへの支

援要請（全国統一支援要請行動）を行いました。また、就業機会の拡大を図るため、正副

会長とともに各部会長等も同席し、独自要請を行いました。 

 

２ 普及啓発事業 

  センター事業を広くお客様に理解していただくため、イベントなどの機会を通じ普及啓発

に努めました。 

 1) ホームページによる普及啓発 

   シルバー人材センター事業の内容、独自事業、入会案内などについて掲載し、情報発信

を図りました。 

 2) 「いきいきシルバーまつり青梅」や「産業観光まつり」のイベントを通じシルバーショ

ップ「よりみち」などのシルバー事業のＰＲに努めました。 

 3) センター設立４０周年記念事業として、記念号「あゆみ」を発刊するとともに、記念品

を配布しました。 

 4) 地域班を中心としたボランティアによる社会貢献活動を通じ、シルバー事業のＰＲに努

めました。 

 

 



 

３ 研修・講習事業 

  会員の資質、技能向上および質の高いサービスを提供するため、以下の研修事業を実施し

ました。 

 1) センター主催研修・講習会 

研  修  名 開催日 会 場 参加者数 対象者 

刈払機取扱い講習会 ５月３０日 旧野津漬物跡地 ８１人 会 員 

熱中症予防対策研修会 ６月２９日 総合体育館 ６０人 会 員 

接遇研修 
８月２８日 

 ３月１・２日 
福祉センター 

３６人 

７５人 
会 員 

健康体操講習会 ３月２７日 総合体育館 ４０人 会 員 

新入会員研修会 
（毎月開催） 

第３金曜日 
センター会議室 １３９人 新入会員 

  

 2) 財団主催研修・講習会 

研  修  名 開催日 会 場 参加者数 対象者 

家事援助サービス基本研修 
４月２６日 

２７日 
しごとセンター ３人 女性委員 

新任理事研修 
７月２１日 

８月４日 

国分寺労政会館 

しごとセンター 
６人 理 事 

シルバー人材センター安全

リーダー研修 
７月２８日 国分寺労政会館 １人 理 事 

シルバー人材センター安全

大会 
９月２９日 しごとセンター ３人 理事・職員 

シルバー人材センターフォ

ーラム 
１１月１１日 〃 ３人 

正・副会長 

理 事 

 

3) 第６ブロック等主催研修・講習会  

研  修  名 開催日 会 場 参加者数 対象者 

安全運転管理者講習 ７月１４日 昭島市民会館 １人 事務局長 

安全就業研修会 ９月８日 
立川市シルバー

人材センター 
３人 理事・会員 

三役研修会 ２月８日 〃 ２人 
会長 

常務理事 

4) 職員研修 

   職員の資質向上および事業の運営管理に役立てるため、しごと財団および第６ブロック

主催による各種研修・講習会に積極的に参加しました。 

 

４ 調査研究事業 

事業実施状況を毎月分析し、分析結果を理事会で協議するとともに事業運営に反映させま



 

した。さらに、全会員を対象に「会員状況調査」を実施し、１，０２６人（回収率８７．９％）

から回答を得て会員の状況把握に努め、会員から出された貴重な意見については、事業運営

の参考としました。 

 

５ 相談事業 

1) 就業相談 

就業相談員により毎月第２・第４金曜日（午前１０時から午後３時まで）就業に関する

相談窓口を開設しました。また、就業上のトラブルがある職場においては実態調査を行い、

会員との面談、就業先の担当者から聞き取り調査を実施し相談内容の解決に努めました。 

⑴  相談件数     ８件 

⑵  主な相談内容   ・就業希望しても就業に就けない  

・体調不良による就業辞退について 

・共同就業者とのトラブルについて 

・就業面接について 

  2) 入会相談 

  入会を希望する高齢者の相談窓口を常時開設するとともに毎月１回、理事による入会説

明会を開催しました。また、「産業観光まつり」の会場においても入会相談窓口を開設しま

した。 

 

６ 安全就業推進事業 

  安全管理委員、安全支援員および安全就業推進員を中心に、「事故ゼロ」をめざし研修会や

職場巡回等を通じ安全就業の推進に努めました。今年度の事故発生件数は前年度対比で、傷

害事故が３件増加し、賠償事故は同数という結果となりました。 

事故発生件数は増加傾向にあり、大きな傷害や賠償事故につながる恐れのある事故事例も

あることから、会員一人ひとりが常に安全意識を持ち、さらに安全就業を推進する必要があ

ります。 

  （事故発生件数） 

区  分 平成２９年度 平成２８年度 増△減 

傷害事故 ７件 ４件 ３ 

賠償事故 ５件 ５件 ０ 

計 １２件 ９件 ３ 

1) 事故防止月間の設定 

７月に全国統一の「安全就業強化月間」と１２月には「冬期傷害事故防止月間」を設定

し、事故防止事業を展開しました。 

⑴  全国統一「安全就業強化月間」（７月）での取り組み 

   ・熱中症予防対策研修会の実施（研修・講習会事業で掲載） 

   ・職場訪問の実施 

   ・会報「シルバー青梅」で安全就業を啓発 

   ・安全標語の募集 

   〈標語募集結果〉 

① 「安全就業ルールについて」 

② 「健康に対する自己認識について」 

    応募総数  ３１点（内、優秀作品各３点を選出） 

    なお、優秀作品については、会報１１月号に掲載 



 

⑵  「冬期傷害事故防止月間」（１２月）での取り組み 

   ・会報「シルバー青梅」で事故防止の呼びかけ 

   ・安全標語の募集 

   〈標語募集結果〉 

① 「健康の維持管理について」 

② 「就業前の体操による安全就業について」 

    応募総数  ２６点（内、優秀作品各３点を選出） 

    なお、優秀作品については、会報平成３０年４月号に掲載 

2) 「私は事故を起こさない大会」の開催 

   １０月１８日、青梅市交通公園において７２人の参加を得て、第２３回大会を開催しま

した。 

大会当日は、安全標語優秀作品入選者６名への記念品贈呈、青梅警察署交通課署員によ

る「交通安全教室」の講話、および「自転車実践訓練」を受けました。 

3) 職場巡回指導 

  ⑴ しごと財団による安全就業パトロール指導 

    １２月２０日、しごと財団安全就業パトロール指導員による巡回指導が実施され、就

業現場の訪問および意見交換が行われました。 

  ⑵ 安全管理委員等による職場巡回 

    安全管理委員、安全支援員および安全就業推進員により会員の就業現場を訪問し、安

全就業実態を把握するとともに安全就業指導に努めました。 

    巡回数４回、巡回職場９箇所、巡回者延べ２５人 

4) 啓発活動 

会報等を活用し会員に対して安全情報の提供に努め、安全意識の高揚と安全就業の推進

に努めました。 

 

７ ボランティア活動（地域への貢献） 

会員がもつ知識、技能等を生かし地域社会に貢献するため、地域班が主体となり市内の保

育園等２２か所において、延２９０人の会員の協力を得て、清掃作業等のボランティア活動

を実施しました。また、青梅市主催の多摩川１万人清掃大会においては、各地域で会員が自

主的に参加し美化活動に協力しました。 

 

８ センター事務所の移転 

都市計画道路整備に伴い、旧事務所（勝沼１丁目地内）から新事務所（千ヶ瀬１丁目地内）

へ移転を行いました。この移転に合わせ、看板の設置、机、椅子、ロッカーほか事務器等の

更新を行い、平成２９年７月２６日から新事務所で業務を開始しました。 

 

９ 諸会議の開催 

 1) 定期総会 

開催年月日 主 な 案 件 

平成２９年６月１９日（月） 

・平成２８年度事業報告について 

・平成２８年度決算について 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

 2) 三役会  １４回（主に理事会付議事項等の審議） 



 

 3) 理事会 

回 数 開催年月日 主 な 案 件 

第１回 
平成２９年 

４月２０日（木） 

・会員の入会申込者の決定について 

 

第２回 ５月１１日（木） 

・平成２８年度事業報告について 

・平成２８年度決算について 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

第３回 ５月１８日（木） 

・会員の入会申込者の決定について 

・理事退任者の役員表彰について 

・第６９回定期総会の役割分担について 

第４回 ６月１９日（月） 

・会長の選定について 

・副会長の選定について 

・常務理事選定について 

・事務所の所在地の移転について 

第５回 ６月２０日（火） 
・会員の入会申込者の決定について 

・専門部会等の担当理事について 

第６回 ７月２０日（木） 

・会員の入会申込者の決定について 

・個人情報保護に関する規程の一部改正について 

・いきいきシルバーまつり青梅の実施について 

第７回 ８月１７日（木） 

・会員の入会申込者の決定について 

・謝礼等支払基準の制定について 

・労働者派遣事業の実施について 

・いきいきシルバーまつり青梅実行委員会の設置につ

いて 

第８回 ９月２１日（木） 

・会員の入会申込者の決定について 

・職員給与規程の一部改正について 

・労働者派遣事業に係る個人情報適正管理要綱の制定

について 

第９回 １０月１９日（木） 
・会員の入会申込者の決定について 

・第５０回青梅産業観光まつりについて 

第１０回 １１月１６日（木） ・会員の入会申込者の決定について 

第１１回 １２月２１日（木） ・会員の入会申込者の決定について 

第１２回 
平成３０年 

１月１８日（木） 

・会員の入会申込者の決定について 

・第７０回定期総会の開催日および開催場所について 



 

第１３回 ２月１５日（木） 
・会員の入会申込者の決定について 

・職員の勤勉手当に関する基準の一部改正について 

第１４回 ３月１５日（木） 

・会員の入会申込者の決定について 

・平成３０年度事業計画について 

・平成３０年度収支予算について 

・資金調達および設備投資の見込みについて 

・準職員就業規則の制定等について 

・職員就業規則等の一部改正について 

 

 4) 監査 

回 数 開催年月日 監 査 内 容 

第１回 

平成２９年 

５月１日（月） 
・平成２８年度決算監査 

平成２８年度事業報告 

平成２８年度決算報告 

第２回 ８月３０日（水） 
・第１四半期（４～６月）の業況について 

・会計の管理・処理等の点検 

第３回 １１月２８日（火） 
・第２四半期（４～９月）の業況について 

・会計の管理・処理等の点検 

第４回 
平成３０年 

２月９日（金） 

・第３四半期（４～１２月）の業況について 

・会計の管理・処理等の点検 

第５回 ３月３０日（金） 
・年度末における受払簿との現金等残高確認 

・固定資産台帳との固定資産現物照合 

 

 5) 部会等 

名  称 開催回数 主 な 協 議 内 容 

総務部会 ４回 

・いきいきシルバーまつり青梅の開催等について 

・シルバープラン青梅第３次長・中期計画の見直しにつ

いて 

事業部会 ４回 

・東原プール売店関係について 

・接遇研修会の内容および役割分担について 

・第５０回産業観光まつり「花とみどりのコーナー」実 

 施計画について 

広報部会 １２回 ・会報「シルバー青梅」の編集 



 

安全管理委員会 ６回 
・安全就業実施計画について 

・職場巡回について 

・安全就業強化月間の取り組みについて 

・第２３回「私は事故を起こさない大会」について 

・標語応募作品の優秀作品の選定 

・事故発生状況について 

安全管理委員会・

安全就業支援員合

同会議 

６回 

女性委員会 ４回 

・「おうめ生活サポーターサービス」状況報告について 

・女性委員会の活動計画について 

・布草履作り講習の実施 

  

 6) 地域班長会議 

回 数 開催年月日 参加者数 主 な 内 容 

第１回 
平成２９年 

５月２５日（木） 
４５人 

・平成２８年度事業実績の概要について 

・正会員会費の徴収および会員状況調査票

の取りまとめについて 

・定期総会開催通知、議案書および委任状用

紙の配布方について 

第２回 
平成３０年 

３月２８日（水） 
４６人 

・第７０回定期総会の開催について 

・平成３０年度事業計画および収支予算に

ついて 

  ※地域班全体会議においては、１０地区で開催され３１５人の会員が参加しました。 


