
令和３年度事業報告 

                          令和４年 ３月３１日現在 

正会員数       １７７人（男性 １０４人  女性 ７３人）  

特別会員数        ６人 

就業実人員      １６８人（退会者を含む） 

請負受注件数       ２，２７９件（１契約１件で計上） 

派遣受注件数           ９件（１契約１件で計上） 

請負契約金額       ９２，７０８，６７２円 

派遣契約金額       ２１，９００，３６６円            

 

１）組織運営（諸会議） 
   通常総会  開催日 令和３年 ６月１１日（金） 午後１時３０分から 

          場 所 板倉町シルバー人材センター 会議室 

          参加者 １５８人（出席会員数 １５人  議決権行使書 １４３人）  

 

 

理事会 
会 議 名 開 催 日 開 催 場 所 議     題 

第１回理事会 令和３年 

５月 ７日 

センター会議室 令和２年度事業報告について 

令和２度決算報告について 

役員の選任について 

定款の変更について 

令和３年度通常総会議案につい

て 

令和３年度通常総会日程につい

て 

第２回理事会  ７月 ５日 センター会議室 臨時職員賞与支給について 

（協議）抑制きゅうり定植につ

いて 

（協議）会員が実施する親睦活

動への支援について 

（報告）令和３年度事業実績 



第３回理事会 １１月２９日 センター会議室 配分金改定について 

事務局職員就業規則の一部変更

について 

臨時職員賞与の支給について 

（報告）令和３年度事業実績 

（報告）重篤事故報告及び安全

就業について 

第４回理事会 令和４年  

３月 ９日 

センター会議室 令和３年度補正予算について 

令和４年度事業計画について 

令和４年度当初予算について 

理事・監事候補者選考委員会の

設置及び選考委員の選任につい

て 

（報告）新規会員について 

  

 

   監査会 
監査会 令和３年 

４月２７日 

センター会議室 令和２年度事業及び会計監査 

   

  

役員会（理事会の間に運営上必要なことを審議・会員相互の交流を深める） 

第１回役員会 令和３年 

９月２７日 

センター会議室 シルバー親睦行事について 

群馬県最低賃金について 

（報告）令和３年度事業実績に

ついて 

 
 
安全・適正就業委員会 
安全・適正就

業委員会 

令和３年 

７月 ５日 

センター会議室 安全・適正就業の現状について  

安全・適正就

業委員会 

１０月 ７日 

 

センター会議室 

各現場 

安全適正就業対策巡回パトロ

ール 



安全・適正就

業委員会 

１２月 １日 センター会議室 緊急安全対策会議 

 重篤事故の報告 

 再発防止対策 

 

 

安全パトロール実施日 

 

巡 回 日 作業内容 巡回地区 備   考 

令和３年 

   ５月２０日 

除草剤散布 東地区 チェックリスト記入 

７月１３日 除草剤散布 東地区 チェックリスト記入 

７月２１日 草刈り 東地区 チェックリスト記入 

８月 ４日 除草剤散布 地区外 チェックリスト記入 

 

８月１９日 草刈り・片付け 

剪定 

除草剤散布 

東地区 

東地区 

北地区 

チェックリスト記入 

 

９月１４日 除草剤散布 東地区 

 

チェックリスト記入 

 

１０月 ６日 剪定 片付け 東地区 

 

チェックリスト記入 

 

※ 令和４年 １月１１日以降は、安全パトロールを、事務局で毎回実施。 

    

 
職群班会議 

    商品陳列班と清掃班、併せて２班が、毎月班会を開き、情報交換と翌月のローテ

ーション等を決める。 

    必要に応じて会議を開催する。 

   
 
 
 



２）作業別説明会について 
  ① 町所有歩道除草剤散布打ち合わせ 

     日 時 令和３年 ５月２０日（木） 午前８時３０分から 

     場 所 センター会議室 

     内 容 組み合わせ手順・散布場所・使用する薬品について 

     参加者 １４名 

 

  ② キュウリ作業関係役員意見交換 

      日 時 令和３年 ７月 ５日（月） 午後４時５０分から 

      場 所 センター会議室 

      内 容 抑制キュウリ定植作業に関する意見交換 

      参加者 １６名 

 

 ③ 町所有歩道除草剤散布打ち合わせ 

     日 時 令和３年 ７月１３日（火） 午前７時３０分から 

     場 所 センター会議室 

     内 容 組み合わせ手順・散布場所・使用する薬品について 

      参加者 １８名 

 

④ 町所有歩道除草剤散布打ち合わせ 

     日 時 令和３年 ９月１４日（火） 午前８時から 

     場 所 センター会議室 

     内 容 組み合わせ手順・散布場所・使用する薬品について 

      参加者 １８名 

 

 

３）連合主催講習会 
  ① 野菜園芸講習会 

     開催日 令和３年 ７月２７日（火）、２８日（水） 

     場所  館林市郷谷公民館 

     参加者 ２名 

 

  ② 緑地・造園講習会 

     開催日 令和３年１２月 ３日（金） 

     場所  群馬県緑化センター 

     参加者 １名 



４）普及啓発の取り組み 
   ① 板倉町シルバー人材センターホームページのチェック 

      更新日 令和３年 ７月 ７日（水） 

                 

② 新年企業訪問 

      令和４年 １月４日（火） 訪問数 １４社 

  

③ 会員によるボランティア活動 

       実施日 令和３年 ５月３１日（月） 

       実施日 令和３年 ６月２２日（火） 

実施日 令和３年 ７月 ６日（火） 

       実施日 令和３年１０月１１日（月） 

       実施日 令和３年１２月 ８日（水） 

       実施日 令和３年１２月２８日（火） 

       実施日 令和４年 ３月２６日（土） 

                       

       内 容 センター敷地及び大蔵公園グラウンドゴミ拾い 

センター敷地内花植え、片付け 

センター軽トラック洗車 

センター機材の整備 

センター内除草剤散布 

センター内防虫剤散布 

センター内剪定及び片付け 

 

   ④ グランドゴルフ愛好会が、毎月第 1、3 土曜日に練習日、第２、４土曜日に記録

会を開催。年１回大会を開催 

 

   ⑤ ゴルフ愛好会員が、ゴルフコンペを板倉ゴルフ場で開催 

 

 

５）会員拡大の取り組みについて    
① 「会員募集」を町広報紙発行日に合わせて毎戸配布 

配布合計  ４，８００部 

令和３年１０月 １日発行 １０月号 

 

 



② 「シルバー人材センター会員募集！」をポスティング 

配布合計  ２００部 

令和４年 １月２８日 

 

     ③ 「シルバー人材センター会員募集！」をポスティング 

       配布合計  ４００部 

       令和４年 ３月 ４日 

 

 

  ６）他団体との連携 
 ＮＰＯ法人Ｔ＆Ｆスマイ

ル 渡良瀬遊水地マラソ

ン大会 

新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため中止 

 

 いたくら福祉まつり 

 

新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため中止 

 

 町民体育祭 新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため中止 

 

 
 
７）関係機関との連携（会議・研修会等） 

開 催 日 会   議   名 場    所 

令和３年 

 ６月 ９日（水） 

県連合会事務局長会議 

 

新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止 

６月１６日（水） 

 

県連合定期総会 新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止 

７月 ７日（水） 派遣元責任者講習 全国連合会館 

７月２６日（月） 職員研修会 県社会福祉総合センター 

   １０月２６日（火） 第４回 安全大会 

 板倉町シルバー受賞 

県社会福祉総合センター 



   １２月 ３日（金） 緊急安全対策会議 

  

板倉町シルバー人材センター 

令和４年 

    １月 ７日（金） 

安全講習会 

 講師 安藤隆司様 

板倉町シルバー人材センター 

    １月１１日（火） 臨時事務局長会議 県社福祉総合センター 

    １月２４日（月） 東毛ブロック会議 新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止 

    １月２６日（水） 派遣元責任者講習 全国連合会館 

新型コロナウイルス感染症拡

大のため欠席 

 ２月１６日（水） 事務局長会議 新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止 

 
   
８）全シ協定期総会決議 超高齢社会にチャレンジするシルバー人材センター

の決意と支援の要望書提出 
    日 時 令和３年 ８月１８日（水） 

    対 象 板倉町長・町議会議長 

 

 

９）親睦事業 
   ① 「シルバーの日」会員拡大・就業機会拡大総括会議及び福祉まつり反省会 

      新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

 

   ② グラウンドゴルフ大会 

      新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

 

③ 親睦旅行 

      新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

 

④ 新年会 

      新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

  


