
報告第 1号 

平成 28年度事業報告 

 

 平成 28年度の事業実績は、契約金額が 498,358 千円となり、前年度対比で 26,790千円

（5.7％の増額）となりました。特に民間企業からの受注による軽作業分野での伸びが 18,710

千円と著しく、全体の約 70％を占めています。 

 公共事業では、市役所駐車場の機械化により減少した業務もありますが、広報紙等の配

布増加や、「おしゃべりサロン」での味噌作りをきっかけに、新たに受注した味噌作り教室の

講師などにより、ほぼ前年度並みの実績となりました。 

 次に、独自事業に関しては、昨年度と比較して約 11％増となる 4,692 千円となり、特に子

育てカンガルー事業（子育て支援）が増加分の大半を占めました。 

 独自事業の販路拡充や、普及啓発を目的に「アンテナショップ」を定期開催し、一定の成

果を得ましたが、課題も多いことから中断することとしました。 

 また、現役世代の補助や、人手不足の解消としても期待される派遣事業に関しては、対前

年度 5,028 千円増（派遣件数 2 件増）の 13,875 千円となり、雇用を前提とした就業機会の

確保に務めました。 

 更に、安全・適正就業の推進として、委員会や就業会員を含めたペナルティ制度に関する

検討を行い、今後の安全就業や事故発生の抑制に取り組みました。 

 当年度の事業実績は増加となったものの、会員数の伸び悩みや、厚生労働省作成のガイ

ドラインに則った適正就業の推進、就業機会提供のミスマッチの解消など、多くの課題を踏

まえつつ、今後の事業に取り組んでまいります。 

  

 ≪平成 28年度主とした事業≫ 

〇安全就業の徹底 

・ヘルメット着用励行、作業時の防護ネット等設置の徹底及び、安全パトロールを実施

し、就業現場での事故の抑制に努めた。 

・就業会員との意見交換等を踏まえ、ペナルティ制度実施に向けての検討を行った。

（平成２９年４月１日施行） 

・事故発生状況や交通安全、健康維持等に関して、安全就業会報を通じて啓発を行

った。 

 

〇就業開拓、会員増強及び普及啓発事業の充実 

・担当職員による受注開拓を行い、民間企業等からの受注拡充に努めた。 

・市との連携により「生涯現役ネットワーク連絡会」に参画し、高齢者の就業機会確保

に関する取り組みに務めた。 

・各種イベントの開催及び参加により普及啓発に努めた。 

・ホームページの入力フォームからの受注（４２件） 



○派遣事業の拡充 

・公益社団法人兵庫県シルバー人材センター 三田市事務所として担当者を配置し、

派遣事業を行った。 

契約件数 実人員 延人員 契約金額 

７件 １５人 １，７１９人日 13,875,019円 

 

 〇適正就業の推進 

   ・発注者と、就業日数、時間数の調整、契約内容の見直しを行い、適正就業推進を図

った。 

   ・「適正就業ガイドライン」の配布を行うと共に、役職員及び会員への説明を随時行った。 

 

１． 就業に関する情報の提供 

(1) 会員向け広報紙「シルバー･エコー」の発行、ホームページの更新を随時行い、情報

の提供を行いました。 

(2) 事務所内のタッチパネルにより受注状況及び活動状況等の情報提供を行いました。 

(3) 会員普及啓発活動事業 

各種イベント等に参加し、シルバー人材センターのＰＲに取り組みました。 

 

・参加イベント  １０回  ・参加延人員  １３２人  ・謝金  １４３，０００円 

(4) 研修会等への参加 

先進地への視察、研修等を行いました。 

月  日 訪問先シルバー等 研修内容 

１０月１９日 兵庫県淡路県民局 県民交流室 竹炭研修 

(5) 入会説明会の開催 

説明会開催日程を「シルバー・エコー」及びホームページに掲載し、会員増強に努

めました。 

入会希望者を対象に、センター事業の理念・制度・概要等について、説明会を開

月  日 行 事 名 会 場 

４月１０日 さくら回廊ウォーク 青野ダム記念館 

7月 ２日 七夕フェスティバル 郷の音ホール 

８月 ６日 三田まつり 郷の音ホール駐車場内 

８月２７日～２８日 えるむプラザまつり えるむプラザ 

１０月２２日～２３日 

藍市民センターまつり 藍市民センター 

高平ふるさと交流センターまつり 高平ふるさと交流センター 

ウッディ市民センターまつり ウッディタウン市民センター 

１０月３０日 有馬富士共生センターまつり 有馬富士共生センター 

１１月１２日 猪名川町シルバーまつり 猪名川町シルバー人材センター 

１１月２０日 広野市民センターまつり 広野市民センター 

１１月２３日 シルバー感謝祭 ウッディタウン市民センター 

４月～１２月（第２土曜） アンテナショップ 事務所駐車場内 



催し、入会受付を行うとともに、高齢者の就業に関する相談を行いました。 

・説明会出席者数 １８７名    ・入会者数   １２２名 

（上段：当月出席者 下段：前月出席者の内の入会者） 

２．就業機会の確保及び提供 

(1)事業実績状況 

① 会員数          １，０４８名 （入会者 122名、退会者 126名） 

② 就業実人員         ８８１名 

③ 就業率            ８４．０６％           （いずれも平成２９年３月末現在の値） 

④ 事業実績 

〇職種別内訳 

 主 な 内 容 
受注 

件数 
延人員
（人日） 

契約金額
（千円） 

技  術 味噌作り講師、ＰＣ指導、着付け 17 766 4,583 

技  能 植木剪定､大工､左官 1,386 5,701 44,314 

事務整理 筆耕､受付事務､書類分別 71 823 4,014 

管理監視 駐輪･駐車場管理 50 23,595 126,339 

折衝外交 広報紙、パンフレット配布 69 10,398 32,645 

軽 作 業 除草作業､製造補助作業 803 50,546 276,199 

サービス 家事援助、広報関連サービス 326 4,281 10,264 

合         計 2,722 96,110 498,358 

○公共民間別内訳 

 内    容 受注件数 
延人員

（人日） 

契約金額

（千円） 

公 共 事 業 施設内清掃・管理 212 33,769 186,181 

民

間 

企業・家庭 清掃､植木剪定､除草作業 2,503 58,937 307,485 

独自事業 ＥＭせっけん、竹炭 7 3,404 4,692 

合       計 2,722 96,110 498,358 

〇職種別実績の対比 

４月 
２３名 

５月 
１４名 

６月 
１０名 

７月 
１３名 

８月 
１３名 

９月 
７名 

１１名 １４名 ８名 ５名 １１名 ７名 

１０月 
２７名 

１１月 
２０名 

１２月 
１５名 

１月 
１３名 

２月 
１２名 

３月 
２０名 

４名 １５名 １６名 １２名 １０名 ９名 
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（2）各部会及び専門委員会等の開催 

各部会、委員会を配置し、地域班長が参画することにより組織拡充を図り、会員及

び役員主導による運営を取り入れた活動を行いました。 

① 総務財政部会 

各種規程の見直し 

会員増強及び、入会説明会の内容見直し 

地域班活動内容に関する検討 

予算及び決算に関する内容検討 

② 業務部会 

独自事業の事業展開検討 

③ 福利厚生部会 

日帰り旅行（２回）、ボウリング大会や三田まち歩きなどの企画 

慶弔給付及びサークルへの助成 

「ふれあい」の発行（毎月） 

④ 安全・適性就業推進委員会 

ペナルティ制度の策定 

安全就業パトロールの実施 

就業会員との意見交換 

⑤ 広報編集委員会 

「シルバー・エコー」（毎月）、「ＮＯＷ」（１０月１５日）の発行 

ホームページの更新 

(3) 高年齢者の就業相談 

    ① 毎月第３水曜日に事務所において「仕事の相談日」を行いました。 

・回数 １２回    ・相談者数 ８３名（延１２５名） 

就業機会に至った会員数 ４１名 

(4) 会員との意見交換 

地域班及び職種班関連の会議を通じて、センター事業の現況報告や会員相互の

意見交換を行い、連帯感を高めました。 

①地域班 

・地域班会 ・地域班連絡会 

②職種班等 

・除草班打合せ会  ・駐輪場班長会議  ・植木剪定班打合せ会 

 

３．自主自立を目指した地域ニーズ対応事業の取り組み 

竹資源有効活用事業 

市内の竹林を整備することで自然環境の保全を行うと共に、竹炭・液体・手芸品等



に加工して販売しました。 

またパウダー化したものを生ごみと合わせ、有機肥料として活用し、生ごみの減量

化を推進するため、会員向けに竹パウダー講習会を開催しました。 

 

４．安全適正就業の推進 

(1) 事故発生件数 

・２０件 （対前年度 –５件）  

内訳 ： 傷害 ９件、 賠償 １１件、 交通事故 ０件 

(2) 安全・適性就業推進委員会の開催 

・ナイロンコード使用の制限 

・ヘルメット着用の徹底 

・保険業者確定に関する対策 

(3) 安全就業パトロールの実施 （実施回数 ３回、実施箇所数 ９ヶ所） 

(4) 「安全就業会報」の発行 （６回） 

 

５．その他の事業 

(1) 有料職業紹介事業 

神戸公共職業安定所三田出張所（ハローワーク）、と連携しながら、雇用を前提とし

た就業等の相談を受けるため相談員を配置し、高年齢者の有料職業紹介を行いま

したが、取扱件数は０件となりました。 

(2) 各種講習会の実施 

月  日 内   容 会   場 参加者数 

５月１４日 刈払機講習会 建設技能研修センター ５名 

５月２７日 刈払機講習会 青野ダム記念館 ３２名 

７月６日 農薬使用技術講習会 神戸市 ５名 

７月１１日 農薬使用技術講習会 加東市 ２名 

９月２４日 刈払機講習会 建設技能研修センター ４名 

３月２７日～２８日 接遇研修 三田市シルバー人材センター ３６名 

３月３１日 植木剪定講習会 三田市シルバー人材センター ５名 

 

(3) 会員就業開拓活動事業 

会員自身が啓発活動や営業活動を促進し、就業拡大の推進に努めました。 

成約金額に応じ会員に謝金を支払いました。 

・紹介件数  71件  ・成約金額  1,612,496円  ・謝金    80,501円 

(4) おしゃべりサロンの実施 

・女性会員の親睦や就業機会拡充のため、下記のとおり開催しました。サロンでの体

操教室をきっかけに、会員の自主的な運営による体操教室「ほほえみタイム」がサ

ークルとして発足し活動を開始しました。 



月  日 内   容 会   場 参加者数 

９月７日 体操教室 ウッディタウン市民センター ８名 

１０月２６日 かんたん和菓子作り ウッディタウン市民センター １６名 

 ・昨年度にサロンで開催していた着物着付け教室は独自事業として展開し、味噌作

り教室はふれあいと創造の里での受託事業に結びつきました。 

 

   (5) アンテナショップ「四季彩（しきさい）」の開催 

    毎月第２土曜日の午前１０時～午後１２時まで、センター駐車場においてアンテナショ

ップ「四季彩（しきさい）」を開催し、主に独自事業に関する販路拡充と、事業の普及

啓発に努めたが、1 年間の開催により、ある程度の成果を得たとして、一旦開催を中

断することとした。 

・開催回数 8回（雨天中止１回） ・参加延人員 82人日 ・売上合計額 70,340円 


