
 

令和３年度事業報告 

概 要 

 令和３年度は、前年度に引続き新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中止や延期を余儀な

くされた事業もありましたが、幸いなことに会員や役職員に感染者が出ることもなく事業運営を

図ることが出来ました。 

事業実績面では、管理業務の分野で就業の適正化を図るために従来の請負形式から派遣形式に

切替えたことで約４９０万円の契約減となりましたが、剪定業務や除草業務の増により全体では

約９０万円の減に留めることができました。会員数につきましては、年度中の入退会の人数が同

数でしたので前年度末と同数となっており、女性会員の増を含む会員増強を目的に掲げましたが、 

実現することができませんでした。 

安全就業面においては、蜂刺され３件(４人)を含む傷害事故が９件発生しましたが、内５件は

長期休業に結びつく骨折を伴う事故となっています。骨密度の低下している年齢層であるシルバ

ー会員はより一層、転倒や転落等の骨折に結びつく事故の防止意識の強化が必要です。 

更に、就業後の帰宅途上において、交通事故の被害にあう事案も発生していますので交通安全

への意識高揚も必要となっています。 

また、賠償事故については、草刈り作業中の賠償事故が３件発生しました。特に、撥石による

走行中の車両への賠償事故は大きな交通災害にもなりかねない事案でもありますので、飛散防止

ネット使用の徹底、作業方法・作業手順の適性化を厳しく指導していく必要が生じています。 

 令和３年度における事業実施内容につきましては、以下のとおりです。 

１ 事業実績 

項  目 令和３年度 令和２年度 あ増減 対前年度比 

会員数 298人 298人 ±0 ±0％ 

受注件数 4,244件 4,201件 ＋43件 ＋1.0％ 

事業収入 132,505,625円 133,405,528円 △899,903円 △0.68％ 

会員配分金 99,919,597円 101,781,689円 △1,862,092円 △1.83％ 

就業延人員 25,589人日 26,256人日 △667人日 △2.5％ 

就業実人員 235人 251人 △16人 △6.37％ 

就業率 78.9％ 87.1％  △8.2ポイント 

   ※就業人員には、派遣のみの就業者(４６名)は含みません。 

２ 事業運営状況 

   （１）会員の入退会状況                  （単位：人） 

年 度 年度当初会員数 入会者数 退会者数 年度末会員数 

令和３年度 ２９８ ２８ ２８ ２９８ 

令和２年度 ３１７ ２６ ４５ ２９８ 

 

 



（２）職群別事業実績 

 

 （３）発注者別実績 

発 注 者 受注件数(件) 就業延人数(人日) 受注額(円) 

地方公共団体 ９４１ １０，７５４ ５４，７１４，０１０ 

対前年度増減 △４９ △８８４ △３，５５１，１１２ 

民 間 事 業 所 ４３１ ２，５９８ １６，０６３，８２０ 

対前年度増減 △３ △４ △５２４，８７７ 

一 般 家 庭 ２，８６８ １１，８９５ ６１，５０９，５３４ 

対前年度増減 ９５ １８７ ２，０７６，７３８ 

独 自 事 業 ４ ３４２ ２１８，２６１ 

対前年度増減 ０ ３４ ４９，５９４ 

計 ４，２４４ ２５，５８９ １３２，５０５，６２５ 

対前年度増減 ４３ △６６７ △８９９，９０３ 

 

 （４）地区別実績 

 

 

 

 

 

 

 

職   群 受注件数(件) 就業延人員(人日) 受注額(円) 

技術群 ６ １３４ ６１４，８８８ 

対前年度増減 △１ △２４ △８６，６０３ 

技能群 １，５９４ ７，３８５ ４２，５４５，９８０ 

対前年度増減 ４ △９８ １，３１９，６３１ 

事務群 ３２ ３７３ ２，３５２，７１２ 

対前年度増減 ±０ △６ ２１４，０４２ 

管理群 ７５ １，２８７ ６，９５１，１７７ 

対前年度増減 △８７ △１，３５６ △４，９０１，９９２ 

折衝外交群 １２ ５４０ ３，６９４，６８０ 

対前年度増減 ±０ ２ １３，６８４ 

一般作業群 ２，１８７ １４，４７０ ７３，０５８，７１９ 

対前年度増減 １１６ ７０９ ２，５８５，９１３ 

サービス群 ３３４ １，０５８ ３，０６９，２０８ 

対前年度増減 １１ ７２ △９４，１７２ 

その他 ４ ３４２ ２１８，２６１ 

対前年度増減 ０ ３４ ４９，５９４ 

計 ４，２４４ ２５，５８９ １３２，５０５，６２５ 

対前年度増減 ４３ △６６７ △８９９，９０３ 

地 区 会員数(人) 受注件数(件) 就業延人員(人日) 契約金額(円) 

太 田 １６７ ２，５５５ １７，４４７ ８５，５３８，７３５ 

金砂郷 ６２  ５６５  ３，６７２ ２２，２２９，２６８ 

水 府 ３４ ４７１ １，５０９ ８，８０１，７８６ 

里 美 ３５ ６５３ ２，９６１ １５，９３５，８３６ 

計 ２９８ ４，２４４ ２５，５８９ １３２，５０５，６２５ 



３ 会議等の開催状況 

会議の名称 開催日 議   事 備  考 

 

 

定時総会 

 

 

R3. 6.22 

・令和３年度事業計画 

・令和３年度収支予算 

・令和２年度事業報告 

・定款の一部変更(案) 

・令和２年度収支決算(案) 

・理事・監事の選任(案) 

 
 
 
 
当センター会議室 

 

 

 

 

 

 

理 事 会 

R3．5.19 

 

 

 

 

 

 

R3．6.22 

 

 

R3.10.14 

 

 

 

R4. 3.17 

・正会員の報告 

・定款の一部変更 

・表彰規程の適用 

・令和２年度事業報告(案) 

・令和２年度収支決算(案) 

・役員候補者の選任 

・定時総会の開催等 

・正会員の報告 

・代表理事及び常務理事の選定 

・専門部会の編成 

・正会員の報告 

・上半期事業実績報告 

・下半期実施事業計画 

・配分金金振込手数料取扱い説明 

・正会員の報告 

・令和４年度事業計画(案) 

・令和４年度収支予算(案) 

・インボイス制度概要と対策 

・Ｄ＆Ｏ保険概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
当センター会議室 

監 事 会 R3. 4.30 令和２年度決算監査 当センター会議室 

 

合同部会 

 

R3. 7. 6 

  10.14 

 

 

 

R4．3.11 

・正・副部会長選任 

・会員の増強対策 

・配分金振込取扱いの見直し 

・入会説明会の開催 

・普及啓発強化月間の取組み 

・令和４年度事業計画(案) 

・令和４年度収支予算(案) 

・インボイス制度概要と対策 

 

当センター会議室 

 

広報部会 

R3．8. 6 

  8.23 

シルバーひたちおおたの発行について 

     〃     編集について 

 

 



  11.11 

  12. 9 

シルバー会報第 28号の発行について 

     〃     編集について 

当センター会議室 

 

安全委員会 

R3. 7.16 

 

 

 

R4. 2.22 

・新安全委員委嘱状交付 

・正・副委員長選出 

・令和２年度活動及び事故発生状況 

・安全就業推進大会報告 

・令和３年度事故発生状況 

・事故発生の原因と防止対策 

・撥石事故防止対策 

 

 

当センター会議室 

衛生委員会 

 

毎月第３月曜 

・衛生管理計画(案) 

・派遣事業状況報告 

・派遣先訪問報告 

・その他派遣労働者衛生管理に関する事項 

 

当センター会議室 

４ 関係機関との会議、研修等参加状況 

年 月 日 会   議   等 備  考 

R3．4.28 

  7.27 

 10.18 

 10.25 

 12. 1 

R4．1.20 

  2.16 

  3.28 

県北ブロック協議会総会 

第１回事務局長会議 

役員研修会 

女性役員による会員拡大検討会 ３名参加 

理事長会議（副理事長代理出席） 

第２回事務局長会議 

派遣実務担当者研修会(リモート研修) 

会計担当職員研修会 

常陸大宮市 S.C 

県総合福祉会館 

〃 

〃 

ホテルレイクビュー 

県総合福祉会館 

シルバー会議室 

〃 

 ５ その他 

年 月 日 行  事  等 備  考 

R3．4．1 

7．1 

10．1 

10.20 

11.12 

11.16 

毎月第３日曜 

毎月上旬 

令和 3年度辞令交付式 

安全・適正就業強化月間（～３１日） 

普及啓発強化月間（～３１日） 

入会説明会（参加２名） 

会員募集チラシ配布(理事４名 職員４名参加) 

刈払機適正取扱講習会(参加２０名) 

常陸太田朝市出店(８・２・３月を除く) 

職員会議(連絡・打合せ等) 

当センター会議室 

管内全域 

 〃 

当センター会議室 

かわねや木崎店前 

当センター会議室等 

市役所駐車場 

シルバー事務所 

【参考】 

  （１）安全パトロール実施状況 

    ・パトロール実施件数：延べ５６件 

    ・主な作業内容：草刈り・剪定・伐採作業等 

    パトロール時の作業状況は概ね良好ではあっても、賠償事故は発生している。 

    パトロール時に指摘された事項を守り、常に事故防止の心構えが必要。 

 （２）事故発生状況 

    ・賠償事故・・・３件(草刈作業中：保険適用２件)  



      車両ガラス破損１件・・・賠償額  ２２６，３２５円 

      車輛塗装等破損１件・・・賠償額  １００，０００円 

    ・傷害事故・・・９件（保険適用４件） 

      蜂刺され３件(被害者４人) 

      刈払機チップ飛散による自傷 

      斜面滑落による肋骨骨折 

      法面転落による骨折打撲 

      木製スロープ踏抜き転落による足首等骨折 

      転倒による手首骨折 

      不用意な動作による上腕骨折 

（３）派遣事業実績 

区 分 派遣登録者数(人) 派遣契約数(件) 就業延日数(人日) 派遣賃金総額(円) 

令和３年度 ９２ ３４ ６，４９２ ２８，１７３，９５４ 

令和２年度 ６８ ２５ ５，７１３ ２３，７５７，２０２ 

比較増減 ２４ ９ ７７９ ４，４１６，７５２ 

   ※派遣賃金には、交通費が含まれています。 

新型コロナウイルス感染症対策(緊急事態宣言)を受け、８月６日から９月３０日まで１３契

約を休業：休業補償の対象２７名 休業補償額３７６，１６３円(見込み収入の約３割) 


