
 

 

平成 26年度 事 業 計 画 

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで 

 

○ 概  要 

わが国の 65 歳以上の高齢者人口は 23％を超え、「本格的な高齢社会」とな

っており、さらに団塊の世代が仲間入りしつつあります。そういったなか、平

成２４年９月７日に閣議決定された｢高齢社会対策大綱｣において、｢特に、退職

後に、臨時的・短期的又は軽易な就業等を希望する高齢者等に対して、地域の

日常生活に密着した仕事を提供するシルバー人材センター事業を推進する｣と

掲げられており、シルバー人材センター事業の展開が大いに期待されていると

ころです。 

しかし、シルバー事業の全国的な実績を見ると、受注件数は伸びているもの

の、全体的には停滞状況にあり、例えば、会員数は、平成 21 年度の 79 万 2 千

人をピークに減少、また契約金額も長引く景気低迷の影響を受けて、平成 19 年

度の 3,270 億円をピークに年々減少しています。 

今後、センターを通じた就業を希望する高齢者が増加することは必至であり、

高齢者が自ら培った知識や経験・ノウハウなどを生かし、元気に働くためには、

会員、役職員が一体となって就業機会の確保及び職域の拡大を図る必要があり

ます。 

一方では、シルバー事業に係る国の補助金予算額は、２度の行政刷新会議の

「事業仕分け」による 3 分の 1 という大幅削減に伴い、事業運営は苦境に陥

り、中には、解散せざるを得ないとするシルバー人材センターもあることから、

安定した財源の確保が急務となっています。 

シルバー事業が、急増する高齢者の受け皿としての機能を十分果たせるよう、

センターが自ら課題を把握し、それを解決するために的確な方策を立て、実践

していくことが不可欠であり、加えて、兵シ協・全シ協と相互にこれまで以上

に緊密な連携を保っていくことも必要です。 

このため、会員及び役職員が一体となって、情報を共有し、シルバー人材セ

ンターの基本理念である「自主・自立、共働・共助」を再認識しながら、会員

の安全・適正就業の推進に積極的に取り組み、積極的に次の事業を推進いたし

ます。 

 

 



 

１．高年齢者の就業に関する情報の収集及び調査・研究 （公 1） 

 ① 他市のシルバー人材センターと連携を深め、相互に情報の交換を行うと

ともに、全シ協・近シ協・兵シ協等が実施する各種研修会に積極的に参加

し、就業に関する問題点等を調査研究し、事業の発展に努める。 

 ② インターネットを効果的に活用して、各種情報を収集し今後受注し得る

職域の調査・研究を行う。 

 

２．高年齢者の就業機会の確保及び提供 （公 1） 

 ① 市の広報誌「広報みき」に仕事の発注や会員募集の記事掲載を依頼する 

などの広報活動を行い、民間事業所、一般家庭、官公庁等に対してＰＲ活 

動を進め、会員の能力や希望にあった仕事を開拓し、就業機会の確保及び 

提供に努める。 

 ② 広報誌「シルバーみき」を年 3 回発行し、関係機関に配布するとともに、

パンフレット等を全戸配布し、広く市民に周知を図る。また、ホームペー

ジを活用しセンター事業のＰＲに努める。 

③ センターの契約金額の目標を 440,000 千円とする。 

又、（公社）兵庫県シルバー人材センター協会三木市事務所の運営によるシ

ルバー派遣事業の契約金額の目標を 18,000 千円とし、合わせて 458,000 千

円を事業開拓目標とする。 

 

職群別事業開拓目標 

職 群 仕事の内容 
民 間 事 業 公 共 事 業 

延人員 事業収入 延人員 事業収入 

技 術 群 経理事務等 500 4,500,000 100 250,000 

技 能 群 大工、植木剪定等 3,500 32,500,000 350 4,050,000 

事務整理群 一般事務、筆耕等 600 3,100,000 50 200,000 

管 理 群 施設管理等 7,700 37,500,000 11,000 38,100,000 

折衝外交群 店番、各種調査等 4,300 18,000,000 400 2,200,000 

一般作業群 除草、生産補助等 55,000 228,800,000 11,800 50,500,000 

サービス群 家事手伝い、配布等 2,000 11,500,000 2,300 6,700,000 

独自事業 刃物研ぎ 400 2,100,000  

合   計 74,000 338,000,000 26,000 102,000,000 

総 合 計 
延人員 

        100,000人  

事業収入 

440,000,000円  



  

３．一般労働者派遣事業（シルバー派遣事業） （公 1） 

  （公社）兵庫県シルバー人材センター協会が実施する一般労働者派遣事業 

（シルバー派遣事業）の実施事業所として、高年齢者の就業に適した臨時的か 

つ短期的又はその他の軽易な業務に係る雇用を希望する高年齢者にシルバー派 

遣事業を実施する。 

また、協会と緊密な連携を図りながら、高年齢者の多様な働き方の選択肢と

して実施する。 

 

 シルバー派遣事業 

職 群 仕事の内容 延人員 事業収入 

折衝外交群 レジ打ち業務等 500人 2,000,000円 

一般事業群 品出し、清掃等 2,550人 12,200,000円 

サービス群 高齢者福祉サービス 450人 3,800,000円 

合   計 3,500人 18,000,000円 

 

４．安全・適正就業の推進 （公 1） 

  就業の基本である「安全はすべてに優先する」を合言葉に、会員一人ひと

りに呼びかけ「事故ゼロ」を目標に安全就業の徹底を図る。 

 ① 発注者にシルバー事業のしくみを正しく理解してもらいながら、長時間

就業者の是正に取り組み、ローテーション就業やワークシェアリング等を

行い、就業体制の適正化を図る。 

 ② 安全・適正就業強化月間（７月）に合わせ、「安全・適正就業推進大会」

を開催し、会員の安全意識の向上を図る。 

 ③ 会員の就業途上の交通事故の防止と交通ルールの順守を図るため、「交通

安全講習会」を開催する。 

 ④ 会員の健康維持管理を徹底するため、年に 1 度は市が実施している「町

ぐるみ検診」の受診を促し、健康に対する意識の啓発に努める。 

 

５．シルバー人材センター基盤拡大事業の実施 （公 1） 

高年齢者の多様な社会参加の受け皿として、シルバー事業は重要な役割を 

担っており、特に、意欲と能力に応じた就業機会を確保・提供し、社会を支

える立場であり続ける高年齢者を増やしていくことが急務となっている。 

 このため、就業開拓推進員を配置し、シルバー事業の基盤である就業機会 

の拡大、職域の拡大及び会員の拡大を実施する。 

 



 

６．就業相談等の実施と入会の促進 （公 1） 

 ① 新入会員説明会を定期的（毎月第 1・第 3 水曜日）に開催し、センターの

基本理念や就業の仕組み等について説明を行い、会員の入会促進に努め、

センター事業への参加の輪を広げる。 

 ② 会員ニーズと就業機会の調整を行うため、就業相談日を毎月 1回設定し、 

一人でも多くの会員が就業できるようミスマッチの解消に努める。 

 

７．組織体制の強化 （公 1） 

 ① センターの基本理念である「自主・自立、共働・共助」のより一層の浸

透を推進し、会員の自主的かつ自発的な活動を促し、会員を主体とした事

業運営の拡充を目指す。 

 ② 会計経理・税務の適正な処理を確保するため、公認会計士事務所による

巡回監査（年 2 回）を実施する。 

 

８．公益社団法人の責務 （法人管理） 

  公益社団法人として、適正に対応できる知識や情報を収集し、地域から信 

 頼されるセンター及び地域に貢献できるセンターの構築に向けて、理事会を 

 中心に運営体制の充実に努める。 

 

９．ボランティア活動の実施 （公 1） 

  公益社団法人へ移行して 3 年目を迎え、地域貢献として会員の積極的な参 

加による清掃奉仕活動の実施に取り組む。 

 

10．技能取得と資質向上のための講習会等の実施 （公 1） 

 会員の資質向上や技術の向上のための各種講習会を実施し、後継者の育成 

に努める。また、公的な施設に AED が多く設置されるようになったことから、 

主に施設管理に就業する会員に利用者の急変に対応するため、AED 講習会を 

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業計画 

開催日 内容 

平成 26年 ４月 平成 25年度決算監査 

第１回理事会 

 ５月 平成 26年度定時総会 

草刈機取扱い講習会 

「シルバーみき」発行 第 100号 

      ６月 第１回総務委員会 

第１回安全・適正就業委員会 

      ７月 安全・適正就業推進大会 

      ８月 第２回総務委員会 

      ９月 第２回理事会 

「シルバーみき」発行 第 101号 

     １０月 第２回安全・適正就業委員会 

清掃ボランティア活動 

     １１月 第３回総務委員会 

会員視察研修旅行 

     １２月 第３回理事会 

平成 27年 １月 第 18回会員作品展 

「シルバーみき」発行 第 102号 

      ２月 第４回総務委員会 

心肺蘇生法（AED使用）講習会 

      ３月 第３回安全・適正就業委員会 

第４回理事会 

交通安全講習会 

 

 

 

＊新入会員説明会 ‥‥‥‥ 毎月第 1・第 3 水曜日に開催 

＊就業相談日   ‥‥‥‥ 毎月第 3 木曜日に実施 


