
 

 

平成 27年度 事 業 計 画 

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3 月 31日まで 

 

○ 概  要 

我が国の 60 歳以上人口は、4,000 万人を突破し、団塊世代も 65 歳を迎え

労働市場からの本格的な引退過程に入っています。そうしたなか、厚生労働省

の「生涯現役社会の実現に向けた就労のあり方に関する検討会」の報告書にお

いて、高齢者が定年等を理由に現役から引退した後も、就労等を通じて地域社

会で「居場所」と「出番」を得られ、高齢者自身がその蓄積された知識・経験

を生かして、地域社会の「支え手」となるなど、健康で意欲を持ち続けながら

生涯を送ることのできる「生涯現役社会」の実現に向けた就労・社会参加のあ

り方の基本的な考え方とそのための方策が提示されました。 

さらには平成 25 年 9 月、「シルバー人材センター活性化議員連盟」が設立

されたことに見られるように、シルバー人材センターが地域社会の様々なニー

ズに応えるとともに、高齢者・地域社会の双方から更に必要とされるためにも

シルバー事業の役割はますます重要になっております。 

しかし、センターの現状は全国的に見ても契約金額・会員数ともに減少して

おり厳しい状況にあります。センターの安定的な財政・事業運営を図るために

は、特に「就業機会の拡大」及び「会員の拡大」が急務となっております。 

また、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し、

「社会の支え手」としての役割を実践できるよう、センター、兵シ協及び全シ

協は、相互にこれまで以上の緊密な連携を図り、今後の取組等について、検討・

実施していくことが重要です。 

このため、公益社団法人三木市シルバー人材センターでは、会員及び役職員

が一丸となって、三木市や関係機関との連携を深め、団塊世代を視野に入れた

「就業機会の確保と会員の拡大」という課題に取組むとともに、基本理念であ

る「自主・自立、共働・共助」の理念と安全就業・適正就業の徹底等、良質な

事業運営によって、地域社会に貢献するセンターを目指し、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) 民間事業所、一般家庭、官公庁等に対してセンター事業の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。 

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 

② 広報誌「シルバーみき」を発行（年 3 回） 

③ ホームページを活用した啓発・広報活動 

④ チラシ、リーフレット等の全戸配布等 

 (2) 基盤拡大事業（就業機会の拡大及び会員の拡大等）を実施するため、就 

業開拓推進員を配置し、地域社会の就業ニーズ等の把握を行い、就業先を 

確保するとともに会員に就業機会の提供を図る。 

(3) センターの契約金額の目標を 450,000 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一

般労働者派遣事業の契約金額の目標を 22,000 千円とし、合わせて 472,000

千円を事業開拓目標とする。 

 

 

職群別事業開拓目標 

【請負】 

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 3,000,000 100 250,000 

技 能 群 大工、植木剪定等 3,500 32,000,000 350 3,700,000 

事務整理群 一般事務、筆耕等 800 3,000,000 50 150,000 

管 理 群 施設管理等 8,200 38,000,000 13,000 41,100,000 

折衝外交群 店番、各種調査等 4,500 20,000,000 500 2,800,000 

一般作業群 除草、生産補助等 55,000 233,200,000 11,600 51,500,000 

サービス群 家事手伝い、配布等 2,100 11,500,000 2,400 7,500,000 

独自事業 刃物研ぎ 400 2,300,000  

合   計 75,000 343,000,000 28,000 107,000,000 

総 合 計 
延人員 

     103,000 人  

事業収入 

450,000,000 円  

 

 



【派遣】 

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 200 人 700,000 円 

一般事業群 品出し、清掃等 2,900 人 18,000,000 円 

サービス群 高齢者福祉サービス 400 人 3,300,000 円 

合   計 3,500 人 22,000,000 円 

 

３．一般労働者派遣事業の実施（強化） （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 

の実施事業所として、高齢者活用・現役世代サポート事業を実施するための

コーディネーターを配置し、就業開拓及び就業機会の拡大を図る。 

 

４．有料職業紹介事業の実施 （公 1） 

  雇用を希望する高年齢者に就職をあっせんするため、（公社）兵庫県シルバ 

 ー人材センター協会が実施する有料職業紹介事業の実施事業所として、所定

の有料職業紹介事業を実施する。 

 

５．安全・適正就業の徹底 （公 1） 

 (1) 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。 

 (2) 就業途上の交通事故防止を目的とした「交通安全講習会」を開催する。 

 (3) 適正就業については、「法令遵守」を基本とし、より多くの会員に就業機

会を提供するため、ローテーション就業やワークシェアリング等の推進に

努める。 

 (4) 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、インフル

エンザや熱中症予防など、健康に対する意識の啓発に努める。 

 

６．就業相談等の実施と入会の促進 （公 1） 

 (1) 随時、センター窓口や電話等により、就業に関する相談を行うとともに、 

未就業会員を対象とした就業相談日を毎月 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。 

 (2) 入会を希望する健康で働く意欲のある高齢者を対象に、毎月 2 回（第 1・

第 3 水曜日）新入会員説明会を開催し、入会の促進に努める。 

   特に女性会員への入会啓発を積極的に行う。 

 

７．組織体制の強化 （公 1） 

 (1) センター組織運営の基本である会員の自主的かつ主体的な運営の実現に

向けて、会員自らがセンターのあらゆる活動に積極的に参加し、活動の主



たる担い手となるよう、会員の意識の向上を図る。 

 (2) 会計処理の適正化と情報公開等に資するために、公認会計士事務所によ

る巡回監査（年 2 回）を実施する。 

 (3) 日報の入力作業など各センターに共通する事務作業について、事務の集

中化を実施し、事務処理の効率化及び事務局体制の強化を図る。 

 

８．ボランティア活動の推進 （公 1） 

  地域社会の一員として地域に貢献し、また、センターの存在を広く市民の 

方々に周知していただくために、清掃・除草などの環境美化活動に努める。 

 

９．各種講習会等の実施 （公 1） 

 会員の技術・技能のより一層の向上を図り、適正な業務が行えるよう各種 

講習会等を実施する。 

 

10．公益社団法人の適正運営 （法人管理） 

  公益社団法人として、センター事業運営を円滑かつ適正に推進するため、 

理事会及び総務委員会を中心に組織体制の充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業計画 

開催日 内容 

平成 27年 ４月 平成 26年度決算監査 

第１回理事会 

 ５月 平成 27年度定時総会 

草刈機取扱い講習会 

「シルバーみき」発行 第 103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 104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 28年 １月 第 19回会員作品展 

「シルバーみき」発行 第 105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 


