
                                                                     

令和２年度 事業報告            

                      公益社団法人 

                                       合志市シルバー人材センター 

 

Ⅰ 法人の概要 

定款に定める目的 

合志市シルバー人材センターは、社会参加の意欲ある健康な高齢者に対し、地域

社会と連携を保ちながら、その希望、知識及び経験に応じた就業並びに社会奉仕

等の活動機会を確保し、生活感の充実及び福祉の増進を図るとともに、高齢者の

能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

 

事業内容 

① 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者 

のための就業の機会確保及び提供を行う。 

② 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望 

する高齢者のために職業紹介事業又は労働者派遣事業を行う。 

令和２年度の労働者派遣事業の実績は「Ⅱ 事業の状況」のとおりである。 

なお、有料職業紹介事業は前年度に引き続き紹介の実績はない。 

③ 高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行う。 

④ 社会奉仕活動を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るた 

めに必要な事業を推進する。 

⑤ その他センターの目的を達成するために必要な事業を行う。 

 

会員数の推移 

年月 前月末会員数 当月入会数 当月退会数 当月末会員数 

４月 284 8 8 284 

５月 284 3 21 266 

６月 266 1 9 258 

７月 258 3 0 261 

８月 261 4 0 265 

９月 265 1 0 266 

10 月 266 5 0 271 

11 月 271 1 0 272 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

会員数拡大を重点実施項目として取り組んだが、コロナ禍の影響で４月から６月

の間に 38 名の大量の退会者が生じた。下半期以降、新規入会者数は順調な伸び 

を示したものの、年度当初の会員数までは回復しなかった。 

 

役員等に関する事項 

 (１)役員名簿 

役 職 氏 名 常勤・非

常勤の別 

摘 要 

理事長 松岡 為利 非常勤 新任 

副理事長 福島  基 非常勤 留任 

常務理事 長岡 利昭 常勤 留任 

理事 高見 厚德 非常勤 留任 

理事 橋本 才次 非常勤 新任 

理事 小松田 安德 非常勤 留任 

理事 中嶋 正住 非常勤 留任 

理事 角田 允美 非常勤 新任 

理事 佐藤 勝義 非常勤 新任 

理事 山田 一生 非常勤 新任 

理事 前淵 輝美 非常勤 留任 

理事 石川 明子 非常勤 新任 

監事 上森 廣 非常勤 留任 

監事 原田 利行 非常勤 留任 

 

 (２)役員の交代について 

  ① 任期満了に伴う交代 

    令和２年６月２４日開催の定時総会において、理事の改選が行われ、 

年月 前月末会員数 当月入会数 当月退会数 当月末会員数 

12 月 272 4 1 275 

１月 275 1 1 275 

２月 275 7 1 281 

３月 281 1 6 276 

 年間計 39 47     ▲   8 



                                                                     

    新たに６名の理事が選任された。 

 

   ② 定年退職による交代  

   事務局長 長岡利昭氏の定年退職に伴い、次期事務局長となる藤本賢一氏を 

   令和３年４月１日付で次期常任理事に任じることとした。 

   令和２年 12 月 16 日開催の臨時総会にて理事の交代は承認され、理事の登記 

   を令和３年４月 14 日に完了し、熊本県庁へも令和３年４月１９日に届け出 

   を行っている。 

 

職員に関する事項 

 (１)採用・退職 

   今年度は、６件の職員の採用・退職があった。退職者の職務を滞りなく引継 

   ぐために、採用の時期を早めて、十分な引継ぎ期間を確保した。 

 令和２年６月 １日  藤本賢一  採用（嘱託） 

 令和２年８月 31 日  松岡京美  退職 

 令和２年９月 １日  渡邊佳代子 採用（嘱託） 

 令和３年１月 ５日    奈須 愛  正式採用 

 令和３年２月 28 日    福ケ迫典子 退職 

 令和３年３月 31 日    長岡利昭  退職 

 

 (２)職員の状況 (令和３年４月１日時点) 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 事業の状況 

  収支び正味財産増減の状況               （単位 千円） 

 令和２年度 令和元年度 増 減 

経常収益 153,230 157,584 ▲ 4,354 

経常費用 153,035 157,268 ▲ 4,233 

当期経常増減額 195 316 ▲ 121 

正味財産期末残高 23,991 23,795 196 

職員数 前年度比 平均年齢 

男 子 ４名 0 69.0 

女 子 ２名 －１名 40.5 

合 計 ６名 －１名 54.0 



                                                                     

 

 事業実績  

 令和２年度 令和元年度 増  減 

受注件数・請負 (件) 2,950 3,341 ▲  391 

     派遣  (件) 27 21 6 

契約金額・請負(千円) 133,284 137,720 ▲ 4,436 

     派遣(千円) 24,171 20,576 3,595 

就業延人員・請負(人日) 23,886 26,375 ▲ 2,489 

      派遣(人日) 4,000 3,626 374 

事故件数(傷害/賠償) 3 (1/2)   7 (4/3) ▲   4 

 

  年度当初はコロナ禍の影響が深刻であったが、秋以降業績の持ち直しが見ら 

  れた。この結果、第１回補正予算編成時には、2,000 千円を上回る正味財産の 

  減少を予想していたが、経費削減の効果も含め、ほぼ収支相償を達成できた。 

   なお、本年度の当期経常増減額 195 千円は、刈払作業における飛び石に 

  よる賠償事故が絶えないことから、安全対策用の装備拡充にあてるものと 

  する。 

 

Ⅲ 各種会議に関する事項 

総 会 

 本年度は、通常総会に加えて、事務局長の交代に伴う理事選任のために臨時総会 

 を開催した。 

 

 (１) 通常総会 

   通常総会を令和２年６月 22 日開催。コロナ感染症対策のため、一般会員は 

  委任状による参加とした。 

  会員総数 260 名、総出席会員数 201 名と定足数を満たし、総会の審議にかけ 

  られた議案はいずれも承認された。 

 

 (２) 臨時総会 

  理事選任のため、臨時総会を令和２年 12 月 16 日開催。通常総会と同様に 

  一般会員は委任状による参加とする。 

  会員総数 272 名、総出席会員数 190 名と定足数を満たし、理事の交代は原案 

  とおり承認された。 



                                                                     

   

理事会 

  本年度は、理事会を５回開催した。 

第１回理事会  令和 ２年 ５月 15 日 

第２回理事会  令和 ２年 ６月 22 日 

第３回理事会  令和 ２年 ７月 29 日 

第４回理事会  令和 ２年 10 月 23 日 

第５回理事会  令和 ３年 ３月 19 日 

 

 各理事会における主要な審議内容は、以下のとおりである。 

 

 ① 第２回理事会において、理事の互選により理事長、副理事長並びに常任理事 

   の選任が行われた。 

 

 ② 第４回理事会において、令和２年度第１回補正予算が承認された。 

   また、事務局長の交代に伴う理事選任のために臨時総会の開催方法並びに 

   開催期日について決定がなされた。 

  

 ③ 第５回理事会において、令和２年度第２回補正予算が承認された。 

   また、令和３年度の事業計画並びに収支予算書も、原案どおり承認された。 

   この理事会の决定を受け、３月 23 日に熊本県庁への届け出を完了している。 

  

総務委員会 

  以下の日程で、総務委員会を２回開催した。 

第１回委員会  令和 ２年 ９月 25 日 

第２回委員会  令和 ３年 ２月 17 日 

 

安全・適正就業委員会 

  令和３年度の年度当初から安全活動を展開するため、第２回委員会を開催して 

  「安全・適正就業活動計画」を審議することとした。 

第１回委員会  令和 ２年 ７月 27 日 

第２回委員会  令和 ３年 ２月 24 日 

 

  第２回委員会において、「安全・適正就業活動計画」が承認されたのを受け、 



                                                                     

  刈払機取扱研修の実施、安全パトロール実施方法の変更等に着手している。 

 

広報委員会 

  広報誌の編集方針決定のため、委員会を令和 ２年 11 月 19 日に開催した。 

 委員会において、例年１月中旬に発行している広報誌を年内に発行したい 

 との意向が示され、編集作業を早急にすすめた結果、12 月 21 日に会員宛 

 てに発送することができた。 

 

⑥その他の活動 

  シルバー週間に合わせて、令和２年 10 月 17 日（土曜日）に合志市役所庁舎 

  周辺を中心とした清掃活動の実施を計画したが、雨天のため中止となった。 

  参加予定者は、合志地区 52 名、西合志地区 38 名の合計 90 名であった。 

  


