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     事務局だより 
令和４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４年４月１日現在 

 

所属 役職 氏 名 

 

所属・役職 氏 名 

理事長 建部 賢次 北 支 部 

事務局長 笹口 八恵美 支部長 曲渕   曜 

事務局次長 小林 良充 主 事 廣中 哲雄 

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 三戸 鹿奈子 

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 

企画係 

主幹（事）係長 上田 和則 安芸出張所 

主 事 7月１日採用予定 所 長 江川   寛 

主 事 國崎 達夫 事務推進員 平野 基子 

安全推進員 山崎   昇        臨時職員 河野 なおみ 

就業開拓員 小園 幹夫 就業開拓員 西谷 裕二 

業務第一係 

係 長 谷中 久美子 佐伯出張所 

主 事 三浦 将喜 所 長 谷中 竜太郎 

事務推進員 岩田 栄理子 事務推進員 小川 真由美 

事務推進員 竹本   梓 臨時職員 金常 利枝 

事務推進員 坂井 仁美 臨時職員 西田 洋美 

臨時職員 松谷 恵美 臨時職員 山中 直子 

臨時職員 猫島 あい 臨時職員 上信 江美子 

業務第二係 

係 長 小畑 朋雅 臨時職員 白銀 洋子 

主 事 竹﨑 昭彦 就業開拓員 畑中 香月 

主 事 原田   武 佐伯出張所 湯来分室 

事務指導員 西本 一宏 主 事 松岡 さつき 

事務推進員 松浦 直美 

 

臨時職員 萬所 良子 

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４年度 

４月号 

任せてね‼ あなたと地域のお手伝い 
 

※ 新任者は  の網掛け 
昇格・内部異動者は  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2９日（火）、令和３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、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４年２月末現在） 

・令和３年度事業実績の現況報告について 

・傷害・賠償事故発生状況及び会員指導措置について 

・シルバー活性化検討会議からの「講評」について 

・表彰（感謝状）について 

 ・各部会からの報告 

 

（審議事項） 

 ・第五次基本計画（案）について 

・令和４年度事業計画（案）について 

・令和４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職員就業規則」の一部改正について 

 ・役員賠償責任保険への加入について 

 ・理事長に対する権限委任についての承認の件について 

 

 

 

 

理事会専門部会 総務部会 

 3月2８日（月）、令和３年度第２回総務部会を開催しました。 

理事会へ上程する議案について協議していただいた結果、原案どおり上程することなりま

した。 

 

  

会 議 開 催 報 告 



理事会専門部会 業務推進部会 

3月２４日（木）、第３回業務推進部会を開催しました。 

事務局から「令和３年度主要事業実施状況」、「令和３年度シルバー活性化検討会議」、

「第五次基本計画」及び「令和４年度事業計画（案）」につい

て説明し、委員の皆さんに協議していただきました。 

昨年度が、第四次基本計画の最終年度となり、今年度からは

第五次基本計画に基づき、事業を行ってまいります。会員数の

増、就業開拓、退会者の抑制など事業に取り組んでいきます。 

 

理事会専門部会 安全・適正就業部会 

 3 月２５日（金）、第４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」、「ヒヤリ・ハット体験記、安全スロ

ーガンの応募結果と最優秀作品の決定」、「令和４年度実施事業（案）」等について事務局

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２件すべて「口頭指導」

とすることとなり、令和４年度実施事業（案）も原案どおり決定

されました。 

 

理事会専門部会 会員部会 

 3月２５日（金）、第４回会員部会を開催しました。 

事務局から「令和３年度事業の実施状況」と「令和４年度実施

事業（案）」について説明し、委員の皆様に協議していただきま

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

を図っていきます。 

 

理事会専門部会 広報部会 

 ４月５日（火）、第１回広報部会を開催しました。 

会報「ひろしまシルバーだより第１２２号」の編集について、

委員の皆様に協議していただきました。 

広報部会では、「いろんな媒体」「あらゆる場面」を活用した

普及啓発活動を通して、シルバー事業の理解促進とイメージアッ

プに取り組んでいきます。 

 

 



当センターでは、１年を通して定期的に広島城の清掃を実施していますが、屋外清掃に就

業する会員の増加や就業率の向上を目的に、３月１６日（水）に特別清掃を行いました。 

 この日は晴天にも恵まれ、通常の業務を行う作業班の会員と今回だけ参加した２４名の会

員が力を合わせ、新型コロナウイルスの感染防止に配慮しながら、無事清掃作業を終えるこ

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に就業していただきたいと思います。 

  

広島城の特別清掃を行いました 



 令和３年度の発生状況は次のとおりです。 

 傷害事故は、昨年度に比べて２件増加しました。事故の内訳は、転倒事故が最も多く１１

件発生しています。 

 賠償事故は、昨年度に比べて６件減少しました。賠償事故の多い業種は、剪定業務と除草

業務とで１２件発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「安全はすべてに優先する」を合言葉に安全就業に努めましょう。 

  

区分 令和３年度 令和２年度 差 

傷害事故 ２６件 ２４件 ２件 

賠償事故 １７件 ２３件 △６件 

計 ４３件 ４７件 △４件 

 

傷害事故、賠償事故の発生状況 

 最近、就業報告書が期限までに提出されないケースが見受けられます。場合によって

は、配分金の支払いが遅れる場合がありますので、速やかに提出していだだくようお願

いいたします。 

昨年１０月より、郵便物の配達日数が１日（土日を挟むと３日）程度繰り下げられて

います。このため、就業報告書等を郵便で提出される場合は、日数に余裕を持って投函

していただくよう、重ねてお願いいたします。 

  

 

 



 

 

 

４月から「交流カフェ」を再開しました。交流カフェは、会員が相互に交流を深めるため

気軽に立ち寄り情報交換ができる場として、月に 1回最初の平日に開催しています。 

また、切り絵同好会に参加する会員の活動の場にもなっています。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。 

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 

交流カフェ 

日時 ： 2022年 ５ 月 ２ 日 (月) 

         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 

  （広島市中区西白島町 23-9） 

  新型コロナウィルス感染症拡大の状
況によって中止する場合もございます
ので、来られる前には本部事務局へお
問い合わせください。 




