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     事務局だより 
令和３年度が始まりました、今年度の人事異動後の事務局体制は以下のとおりです。 

今年度もよろしくお願いいたします。 

 
                    令和３年４月１日現在 

 

所属 役職 氏 名 

 

所属・役職 氏 名 

理事長 山﨑 昌弘 北 支 部 

副理事長・常務理事・事務局長 保田 卓己 支部長 曲渕  曜 

事務局次長 小林 良充 主 事 児玉 裕司 

本  部 事務指導員 毛利 泰造 

管理係 

係 長 窪田 公明 臨時職員 西本美帆子 

主 事 下尾 遥奈 臨時職員 吉川 京子 

主 事 真田はづき 臨時職員 三島 誉子 

主 事 中野 佳文 臨時職員 増中めぐみ 

臨時職員 
竹口 範子 就業開拓員 荒井  薫 

向井  彩 安芸出張所 

企画係 

係 長 上田 和則 所 長 江川  寛 

主 事 三浦 将喜 事務推進員 平野 基子 

主 事 國崎 達夫 臨時職員 河野なおみ 

安全推進員 山本 正規 就業開拓員 西谷 裕二 

就業開拓員 小園 幹夫 佐伯出張所 

業務第一係 

係 長 谷中久美子 所 長 谷中竜太郎 

主 事 道端 庄司 事務推進員 小川 真由美 

事務推進員 岩田栄理子 臨時職員 金常 利枝 

事務推進員 竹本  梓 臨時職員 西田 洋美 

事務推進員 坂井 仁美 臨時職員 山中 直子 

臨時職員 松谷 恵美 臨時職員 上信江美子 

臨時職員 猫島 あい 臨時職員 白銀 洋子 

業務第二係 

係 長 小畑 朋雅 就業開拓員 畑中 香月 

主 事 竹﨑 昭彦 佐伯出張所 湯来分室 

主 事 原田  武 主 事 松岡さつき 

事務指導員 新宅 充典 

 

臨時職員 萬所 良子 

事務推進員 松浦 直美   

事務推進員 加藤 雅子 

臨時職員 北山 正恵 

臨時職員 伊藤美智子 

令和3年度 

４月号 

任せてね‼ あなたと地域のお手伝い 
 

※ 新任者は黄色の網掛け 
異動者は青色の網掛け 
管理係の臨時職員は半期で交替 

事務局職員等一覧 



理事会 

 3月26日（金）、令和２年度第４回理事会を開催しました。 

以下の内容について協議・検討し、審議事項については全会一致で承認されました。 

 

（報告事項） 

・新入会員について（令和３年２月末現在） 

・令和２年度事業実績の現況報告について（令和３年２月末現在） 

・傷害・賠償事故発生状況及び会員指導措置について（令和３年２月末現在） 

・シルバー活性化検討会議からの「令和２年度事業の検証と評価」について 

・「公益社団法人広島市シルバー人材センター職員の給与に関する規程」の一部改正につ

いて 

 ・各部会からの報告 

 

（審議事項） 

 ・令和３年度事業計画（案）について 

・令和３年度収支予算（案）について（資金調達・設備投資の見込みを含む） 

 ・「公益社団法人広島市シルバー人材センター公共駐輪場関連業務の就業期限に関する要

綱」の一部改正について 

 ・役員賠償責任保険団体制度への加入について 

 ・副理事長の選任について 

 

 副理事長の選任については、当センター常務理事の保田卓己が

選任されました。 

 

 

理事会専門部会 総務部会 

 3月24日（水）、今年度初めての総務部会を開催しました。 

「広島市シルバー人材センター４０周年記念事業について」及び「公益社団法人広島市シ

ルバー人材センター公共駐輪場関連業務の就業期限に関する要綱の改正について」の協議の

後、理事会へ上程する議案について協議しました。 

 

  

会議開催報告 



理事会専門部会 会員部会 

 3月19日（金）、第５回会員部会を開催しました。 

事務局から「令和２年度事業の実施状況」「令和３年度実

施事業（案）」について説明し、委員の皆様に協議いただき

ました。 

今年度も新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、開催

可能な事業等について協議を重ね、検討していく予定です。

また農園育成事業の支援及び同好会活動の充実に向け、更な

る活動の強化を図っていきたいと思います。 

 

 

理事会専門部会 業務推進部会 

3月18日（木）、第４回業務推進部会を開催しました。 

事務局から「令和２年度主要事業実施状況」、「令和２年

度シルバー活性化検討会議」及び「令和３年度事業計画（案）」

について説明し、委員の皆さんに協議いただきました。 

今年度も引き続き、会員数の増、就業開拓、退会者の抑制

など様々な事業に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

理事会専門部会 安全・適正就業部会 

 3月 18日（木）、第５回安全・適正就業部会を開催しました。 

事務局から「事故発生状況」、「会員の指導措置」、「事

故防止対策等」及び「安全・適正就業部会の令和３年度事業

計画」について事務局から説明し、委員の皆さんに協議して

いただきました。 

その結果、会員の指導措置については「口頭指導」とする

こととなりました。 

今年度は、事務局に「安全推進員」を１名配置し、皆さん

の就業現場を巡回するなど、事故ゼロを目指して安全就業に

取り組んでいきたいと思います。 

 

 

  



３月１６日（火）に広島城周辺の特別清掃を行いました。これは屋外清掃を行う会員の増

加や就業率の向上を目的に行うもので、毎年1回この時期に行っています。 

 この日は雨の予報が出ており開催できるか心配でしたが、雨はほとんど降らず、無事に清

掃作業を行うことができました。 

通常の業務を行う作業班の会員に加え、この日だけ参加した２８名の会員とで力を合わせ、

新型コロナウイルスの感染防止に配慮しながら、清掃作業を行うことができました。 

 広島城に限らず、市内の公園・緑地帯など、様々な場所でセンターの会員が働いておられ

ます。屋外の作業は暑い、寒いなどの理由で敬遠される方も多いですが、この体験をきっか

けに、もっと多くの会員が屋外清掃や除草作業を希望していただけたらと思います。 

  

広島城の特別清掃を行いました 



 

 

３月１５日（月）と１８日（木）、「おそうじ研修会」を開催しました。当初１月開催予

定で準備を進めておりましたが、「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の期間延長に伴い、

延期して開催したものです。２日間で３５名の会員が参加されました。 

 この研修会は、福祉・家事援助業務に従事している会員に向けたもので、おそうじのプロ

からの指導を受け、スキルアップを図りました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

サニクリーン中国から講師をお招きし、汚れの種類に合わせた洗剤の選び方や汚れの落と

し方のポイントなどを分かりやすく解説していただきました。 

会員のみなさんにも実習していただき、汚れ落ちを実感していただきました。 

これからのお仕事で活かしていただきたいと思っています。 

 

 

  

おそうじ研修会を開催しました 



 

 

傷害事故は、前年度に比べて、転倒事故が大幅に減少していることから４件減少していま

す。これは、啓発活動による安全意識の向上、またコロナ禍の中での健康意識の向上が傷害

事故の減少に繋がったものと考えており、大変喜ばしいことです。 

しかし、賠償事故では、前年度と比べて３件増加しています。これは、依然として刈払機

による小石を飛散させた事故が多いほか、倒したり、ぶつけたりした事故が多発したことに

よるものです。 

事故の状況から、そのほとんどが慣れた作業の中での不注意によるものです。 

緊張感を持って丁寧な作業に心掛け、事故を防ぎましょう。 

 

 

【参考：３か年の事故発生状況比較】 

  

区分 令和２年度 令和元年度 差 

傷害事故 ２３件 ２７件 △４件 

賠償事故 ２３件 ２０件 ３件 

計 ４６件 ４７件 △１件 

傷害事故は、減少！ 

賠償事故は、不注意による事故が多発しています！ 



３月から「交流カフェ」を再開しました。開催にあたっては、引き続き飛沫防止ボードや

施設内の消毒など新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しておりますので、安心してご利

用ください。 

４月１日の交流カフェでは、３月に引き続き、情報交換やスクラッチアートにチャレンジ

しました。「スクラッチアートを同好会活動として行いたい！」など、同好会としての活動

開始に向け、前向きな声も多くいただきました。 

今後も感染状況を見ながら毎月１回開催を予定しています。本部事務所へお越しの際はぜ

ひお立ち寄りいただき、情報交換や仲間づくり、職員への相談など一緒に楽しいひとときを

過ごしませんか。 

 

 

 

 

 

交流カフェ 

４月１日 交流カフェの様子 

皆さん、近況報告や情報交換を行なったり、

熱心に作品づくりに取り組まれていました。 

 

 

交流カフェ 

日時 ： 2021年 ５ 月 ６ 日 (木) 

         9:30～11：30 

場所 ： 広島市シルバー人材センター 

本部４階会議室 


