
 

 

令和３年度事業報告 

事業概要 

「会員の拡大」「就業機会の確保・開拓」「安全・適正就業の推進」「シルバー

事業の周知」「講習・研修会の充実」などを重点課題とし事業計画に基づき、積

極的に取り組んでまいりました。特に、「会員拡大」と「就業機会の確保・開拓」

については、それぞれプロジェクトチームを設置して取り組みました。以下、

令和３年度事業の概要について報告します。 

 

１ 会員の拡大 

令和３年度は、全世帯へのチラシの配布や会員の口コミ情報のほか、プロジ

ェクトチームを設置し、自治会掲示板等への募集ポスターの掲出、市広報紙へ

の特集記事掲載、ショッピングセンターでの２回にわたる街頭啓発、会員紹介

入会への報奨など、行政からの協力も受けながら取り組みました。また、高齢

者活躍人材確保育成事業による市広報紙への有料広告を通じた入会促進、入会

説明会での理事等による体験談報告、ゴールド会員制度、夫婦会員会費割引制

度などの案内により、会員の拡大や退会抑止に努めましたが、長引くコロナウ

イルスの感染拡大、定年制延長や定年後の高齢者の雇用拡大に加えて、会員の

高齢化などの影響もあり、会員数は５１人の大幅な減少となりました。なお、

ゴールド会員登録者は２９人、夫婦会員会費割引制度の対象者は６２人で、そ

のうち４人が新規会員であります。（２組が新規夫婦会員となりました。） 

【会員の状況】 

令和４年３月３１日現在の会員数は６９３人で、年度中に５８人の入会

と、１０９人の退会があり、男性会員が４２人、女性会員は９人減少しま

した。 

また、会員の平均年齢は、男性７４．５歳、女性７４．７歳で、昨年に

比べ、男性０．８歳、女性１．１歳上昇しました。 

 会員数 男性 女性 

令和 4年 3月 31日 693人 437人 256人 

入会員数 58人 32人 26人 

退会員数 109人 74人 35人 

平均年齢 74.6歳 74.5歳 74.7歳 

令和 3年 3月 31日 744人 479人 265人 

入会員数 63人 48人 15人 

退会員数 86人 55人 31人 

平均年齢 73.6歳 73.7歳 73.6歳 

２ 就業機会の確保・開拓 



 

 

健康で働く意欲のある会員への就業ニーズと地域社会への貢献を推し進め

るため、就業開拓プロジェクトチームを設置し、チームメンバーを中心に行政

や事業所、家庭への積極的な訪問、全世帯や就業先へのチラシの配布、会員か

らの紹介、入札への積極的な参加など就業機会の拡大に努めました。また、請

負や委任で受注できない派遣事業についても、臨時的・短期的又は軽易な業務

を前提として、事業所への丁寧な説明など、さまざまな機会を捉え就業機会の

拡大を図りました。その結果、コロナの感染拡大などの厳しい状況の中ではあ

りましたが、令和２年度に比べ若干の契約金額増となりました。 

  

【請負・委任】 

請負・委任については、契約件数４，７５７件、契約金額３億４，７５４

万円となり、令和２年度に比べ、契約件数は１１０件の減となったものの、

契約金額は３４６万円の増となりました。契約金額の増加は、コロナ感染拡

大の中で、新たな業務の受注拡大に努めたことにより、若干の受注金額増に

つながったものであります。 

項目 
契約件数 

(件) 

契約金額 

(千円) 

就業実人員 

(人) 

就業率 

(％) 

就業延人員 

(人) 

令和 3年度 4,757 347,546 648 93.5 67,865 

令和 2年度 4,867 344,086 683 91.8 66,415 

増減数 △110 3,460 △35 1.7 1,450 

前年比（％） 97.7 101.0 94.9 101.9 102.2 

 

【労働者派遣】 

派遣事業についても、令和３年度は、契約金額２，０３０万円で、令和２

年度と比べ９１万円の増となっており、主に、行政関係の事務や自動車運転

業務の増などによるものであります。 

項目 
契約件数 

(件) 

契約金額 

(千円) 

就業実人員 

(人) 

就業率 

(％) 

就業延人員 

(人) 

令和 3年度 16 20,308 33 33.7 3,336 

令和 2年度 18 19,392 44 42.7 3,158 

増減数 △2 916 △11 △9.0 178 

前年比（％） 88.9 104.7 75.0 78.9 105.6 

 

【職業紹介事業】 

令和３年度の実績はありませんでした。 

 

【主な事業】 



 

 

① 空地・空き家管理事業 

地域の会員が主体となって、除草や庭木の手入れのほか、墓地の管理 

など空き家や空き地の管理を行ったもので、令和３年度は１４７件、契約

金額２，１３０，１３７円の実績がありました。 

② 高齢者まるごと支援事業 

高齢者世帯を対象に、登録料を徴収し、高齢者世帯とマッチングした 

地域の会員が月１回、家庭を訪問し、要望により３０分以内のワンコイン

サービス（１回５００円）を行う「高齢者まるごと支援事業」は、暮らし

の不便を感じている高齢者に寄り添い支援することを目的とするもので、

令和３年度は１９７件、契約金額２１４，０００円の実績がありました。 

③ ワンコインサービス事業 

３０分以内で終了するような簡単な作業(朝のゴミだしなど)を行う「ワ

ンコインサービス事業」は、令和３年度は１７８件、契約金額８９，００

０円の実績がありました。 

 

３ 安全・適正就業の推進 

 （１）事故の状況 

    令和３年度の保険適用事故は、１３件で、傷害事故が７件、賠償事故

が６件でした。傷害事故では、「除草や清掃作業中の転倒による骨折」「剪

定作業中に転落、踵骨折」などがあり、賠償事故では、６件のうち４件

が除草中の飛び石による物損事故でした。 

 

（２）安全・適正就業 

    就業中や就業途上の事故ゼロを目標に、安全・適正就業対策委員会の

開催、安全パトロール巡回、安全資器材の充実、作業前の安全点検及び

ミーティングの徹底、草刈機等の取扱い講習会を実施し、事故防止に取

り組みました。 

① 安全・適正就業対策委員会の開催 定例会議 ４回 

② 事故調査委員会の開催 １回 

③ 安全管理教育 草刈機取扱安全技能講習会等 ２回 

④ 安全標語の募集等、安全意識向上のための普及啓発事業 

○ 安全標語募集（４月１日～４月３０日） ３９人１０５点応募 

○ 安全就業に対する研修会への参加 

⑤ シルバーまいづるによる啓発（委員より一言ほか） 

⑥ 安全パトロール ６回 

〇 危険防止の現場指導と安全保護具着用等の確認 

４ シルバー事業の周知 



 

 

（１）交流サロンの活性化 

交流サロンにつきましては、会員や市民の交流の場として、喫茶の運 

営をはじめ、趣味等の作品展示や音楽演奏などを行いました。 

令和３年度も、コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、交流サロンの

事業を開催する機会が著しく減少する結果となりました。そのような中で

「すみれの会」によるボランティア活動に多くの会員がご参加いただき、

交流サロンの活性化に貢献していただきました。 

この交流サロンは、会員等が技能や趣味を披露する場としてだけではな

く、市民との交流の輪を広げる拠点として、一層活性化を図ってまいりま

す。 

 

【催し物・講座・「すみれの会」の活動】 

項目 開催日 参加人数 

お手玉作り・茶話会・    

花いっぱい運動      

（すみれの会の活動） 

4 月 7 日～3 月 22 日の間に

計 7回 

95人 

青空歌声サロン 10月 27日 30人 

第 16回歌声サロン 12月 22日 30人 

第 17回歌声サロン 3月 30日 30人 

沖縄三線講座 発表会 3月 4日 15人 

計  200人 

 

【展示物】 

項目 開催日 来場者数 

花の写真展 6月 3日～30日 78人 

書道作品展 7月 14日～30日 36人 

竹細工作品展 9月 6日～24日 68人 

木版画展 10月 4日～29日 77人 

なごみ倶楽部作品展 11月 4日～15日 37人 

計  296人 

 

催し物・講座・「すみれの会」の活動＋展示物の来場者  合計 496人 

 

（２）「ボランティアの日」（１０月１６日（土）） 

「シルバー普及啓発促進月間」の一環として実施したボランティア活動に

ついては、地域班を中心に学校や通学路、公園等の除草や剪定、河川の清



 

 

掃作業等を実施し、１８１人の会員参加がありました。 

 

（３）ホームページ等の活用 

ホームページのアクセス数が２７，０００件を超えました。市民のみな

らず、市外からの舞鶴市シルバー人材センターに対する情報入手手段の一

つとして活用されています。 

また、ホームページからも入会説明会の予約や配分金明細の確認ができ

るようにしており、入会希望者や会員による利用が徐々に拡大しています。 

新たに、総合情報サイト「まいぷれ」による情報発信を始めたところ、

概ね月に２００件前後のアクセスをいただいております。 

 

（４）独自事業の充実 

毎月木曜日に開店する「ふれあいショップ」のほか、「ふれあい喫茶」「事

務所販売」などを実施し、会員が制作した手芸品や野菜などを販売するこ

とにより独自事業の充実に取り組みました。 

また、「フラワーアレンジメント」「着物リフォーム洋裁」「沖縄三線初

心者講座」の３つの講座では、技術をもった会員が講師となり、市民を対

象に年間を通じて開講しました。 

なお、「ふれあい喫茶」については、多くの会員及び市民の方々にご利

用いただき好評を得ておりましたが、設備面の課題等が解消し難いことか

ら、大変残念ではありましたが、やむを得ず３月末で終了させていただき

ました。 

 

５ 講習・研修会の充実 

会員の技術、技能の向上を図り、就業機会の開拓及び安全就業の確保等を目

的として、各種講習会等を開催しました。 

 

【講習会・研修会の実施状況】 

講習会 講習内容 実施月日 参加人員 

剪定 剪定に必要な技能と知識 4月 16日 12人 

草刈機取扱安全 取扱技術と安全作業 
4 月 19 日・

20日 
 10人 

賞状の書き方 技術習得・継承 4月～3月   7人 

計   29人 

 


