
 

 

 

平成 28年度 事 業 計 画 

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3 月 31日まで 

 

 

○ 概  要 

平成 27 年度版高齢社会白書によると、我が国の高齢化率は 26％に達し、過

去最高となっております。団塊世代の 660 万人もすべてが 65 歳に到達してお

り、今後、さらに高齢化が進むものと思われます。 

こうしたなか、政府の「日本再興戦略」において、人口減少社会の中で成長

を実現していくため、女性のみならず高齢者等の活躍も一層促進していく必要

があるとして、「誰もが生涯現役で活躍できる社会を構築するため、65 歳を過

ぎても働ける企業の普及促進を行うとともに、高齢者が身近な地域や人材を必

要としている他の地域での就労、ボランティアなどの社会参加活動への参加を

積極的にしやすい環境の整備」への取組を進めるとされており、シルバー人材

センター事業の役割はますます重要になっております。 

しかし、景気回復が地方にまで及んでいない中で、シルバー事業は会員の減

少、事業実績の横ばい傾向にあり、会員の高齢化が進んでいることからも、今

後、組織体制の強化に取り組む必要があります。 

また、昨年 2 月、安倍総理大臣の施政方針演説において「高齢者の皆さんに

多様な就業機会を提供する。シルバー人材センターには、更にその機能を発揮

してもらいます。」と、「シルバー人材センター」の名を出され、この大きな期

待に応えるためにも、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」を実践できるよう、センター・兵シ協・全シ協は、相互に更なる

緊密な連携を図ることが重要です。 

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・役員・職

員が一体となって組織の整備、会員の増強、就業機会の拡大等を図ると共に、「自

主・自立、共働・共助」の理念のもと地域社会に貢献し、市民から信頼される

シルバー人材センターを目指し、発展に努めていくため、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) 会員の就業実態・能力・希望を分析及び検討するとともに、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い、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、高年齢者の就業に関する情報を収

集し事業の拡大に努める。 

 

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、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。 

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 チラシ、リーフレット等の全戸配布等 

③ センター広報誌「シルバーみき」を発行（年 3 回） 

④ ホームページを活用した啓発・広報活動 

 (2) センターの契約金額の目標を 453,000 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 475,000

千円を事業開拓目標とする。 

 

 

職群別事業開拓目標 

【請負】                                                   （単位：人・円） 

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 200 1,500,000 100 300,000 

技 能 群 大工、植木剪定等 3,500 32,200,000 400 3,800,000 

事務整理群 一般事務、筆耕等 1,000 4,000,000 100 200,000 

管 理 群 施設管理等 8,300 38,200,000 13,700 42,400,000 

折衝外交群 店番、各種調査等 4,500 20,200,000 500 2,800,000 

一般作業群 除草、生産補助等 55,000 233,700,000 11,700 52,000,000 

サービス群 家事手伝い、配布等 2,100 11,700,000 2,500 7,500,000 

独自事業 刃物研ぎ 400 2,500,000  

合   計 75,000 344,000,000 29,000 109,000,000 

総 合 計 
延人員 

     104,000 人  

事業収入 

453,000,000 円  

 



【派遣】 

職 群 仕事の内容 延人員 事業収入 

一般事業群 品出し、清掃等 3,000 人 18,500,000 円 

サービス群 高齢者福祉サービス 500 人 3,500,000 円 

合   計 3,500 人 22,000,000 円 

 

３．一般労働者派遣事業の推進 （公 1） 

  （公社）兵庫県シルバー人材センター協会の実施事務所として、高年齢者 

 の多様な就業形態と就業機会の拡大を図るため、一般労働者派遣事業を実施 

 する。 

  また、昨年 9 月に労働者派遣法が改正され、60 歳以上の高年齢者は期間制 

 限の対象外となったことから、さらなる体制強化と活用を進める。 

 

４．有料職業紹介事業の実施 （公 1） 

  雇用による臨時的・短期的又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する 

 高年齢者に、（公社）兵庫県シルバー人材センター協会の実施事務所として有 

 料の職業紹介を行い、就労の拡大に努める。 

 

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) 会員の就業途上の交通事故防止を未然に防止するため「交通安全講習会」

を開催する。 

 (3) 会員の健康維持及び健康管理意識を高めるため、市が実施している「町

ぐるみ検診」の受診を奨励する。 

 (4) 適正就業に関しては、法令順守の徹底を図るとともに、長期就業の是正

及びローテーション就業やワークシェアリング等を推進し、より多くの会

員が就業できるよう就業の適正化を図る。 

 

６．就業相談等の実施と入会の促進 （公 1） 

 (1) シルバー事業の周知を図るとともに、入会を希望する高年齢者を対象に、

毎月 2 回（第 1・第 3 水曜日）新入会員説明会を開催し、センターの基本理

念や就業のしくみ等について説明を行い入会の促進に努める。 

 (2) 就業相談日を毎月 1 回（第 3 木曜日）設定し、主に未就業会員の相談を 

  受け付け、希望職種の変更を行うなど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) 職員相互の連携強化を図るとともに、兵シ協及び東播ブロックの研修会

等に積極的に参加し、事務局職員の資質向上を図る。 

 (2) 拠点センターに共通する事務作業については、兵シ協が主導する事務処

理の集中化を活用して作業の効率化を図る。 

 (3) 会計処理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．ボランティア活動の推進 （公 1） 

  地域社会への貢献と社会参加の機会を拡大するため、美嚢川リバーサイド 

 パーク等の環境美化を目的とした清掃奉仕活動を実施する。 

 

９．各種講習会等の実施 （公 1） 

 センターの信頼性を向上させるための各種講習会を実施し、会員の技術の 

向上と後継者の育成を図る。 

 

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 28年 ４月 平成 27年度決算監査 

第１回理事会 

 ５月 平成 28年度定時総会 

草刈機取扱い講習会 

「シルバーみき」発行 第 106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 107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 29年 １月 第 20回会員作品展 

「シルバーみき」発行 第 108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 


