
 

 

 

 

平成 30年度 事 業 計 画 

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで 

 

 

 

○ 概  要 

平成 29 年度版高齢社会白書によると、我が国の高齢化率は 27％を超え、三

木市においては 32％に達しております。総人口が減少する中で高齢化はさらに

進むものと予測されております。 

こうした中、「ニッポン一億総活躍プラン」の高齢者の就労促進において、シ

ルバー人材センターを通じた高齢人材を活用することが掲げられており、シル

バー事業の重要性とセンターに向けられる地域社会の期待は一層大きなものに

なっております。 

しかしながら、シルバー人材センターを取り巻く経済状況は、各種政策の効

果もあって全体としては緩やかな回復基調が続き、雇用・所得環境が改善して

いるものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要

があり、先行きにはまだまだ不透明感が漂う状況にあります。 

そういった状況の中、三木市では人手不足が予想される保育・介護等の分野

での現役世代の下支えや課題解決の担い手として、また、積極的な事業運営を

行うためにも「会員の拡大」が重要な課題であると考えられます。 

今年度においても「自主・自立、共働・共助」の基本理念のもと、全ての会

員が「親切・丁寧・誠実な就業」をすることによって、多くの発注者から「信

頼され、期待されるシルバー人材センター」となれるよう、三木市をはじめ関

係機関、民間事業所、市民の皆様の御理解・御支援・御協力をいただきながら、

会員・役職員が一丸となって地域社会に貢献するシルバー人材センターのさら

なる充実・発展を目指して、次の事業を推進します。 

 

 

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・希望など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、参考となる

新規事業などを調査研究し、事業の発展に努める。 

 



 

 (2)  新総合事業への進出については、関係団体等と連携を図りながら体制整

備に努めるとともに、福祉など人手不足分野などにおけるニーズについて

情報収集を行い、新たな事業での就業会員の確保や就業機会の拡大に取り

組む。 

 

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 活動を推 

  進し、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を掲載すると

ともに、関係機関や公民館等にパンフレットやチラシを随時配布し、セ

ンター事業の周知を図る。 

  ② センター事業活動を広く周知するため、ホームページを活用するとと

もに、「シルバーみき」を年 3 回発行し、活動内容や事業の PR に努める。 

 (2) センターの契約金額の目標を 4 億 5900 万円とする。 

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 2200 万円とし、合わせて 4 億 8100

万円を事業開拓目標とする。 

 

職業分類別事業開拓目標 

【請負】                                                   （単位：人・円） 

仕事の分類 
民 間 事 業 公 共 事 業 

延人員 事業収入 延人員 事業収入 

 専門的・技術的職業 50 100,000 ― ― 

 事務的職業 1,000 4,000,000 50 200,000 

 販売の職業 1,300 5,500,000 ― ― 

 サービスの職業 10,000 44,500,000 16,550 53,500,000 

 保安の職業 1,000 8,500,000 2,500 4,500,000 

 農林漁業の職業 4,000 33,000,000 500 5,000,000 

 生産工程の職業 7,000 36,000,000 ― ― 

 輸送・機械運転の職業 50 100,000 100 500,000 

 建設・採掘の職業 100 800,000 ― ― 

 運搬・清掃・包装等の職業 47,500 201,800,000 14,800 61,000,000 

合   計 72,000 334,300,000 34,500 124,700,000 

総 合 計 
延人員 

     106,500 人  

事業収入 

459,000,000 円  



 

【派遣】                                                   （単位：人・円） 

仕事の分類 
民 間 事 業 公 共 事 業 

延人員 事業収入 延人員 事業収入 

 専門的・技術的職業 400 3,500,000 ― ― 

 サービスの職業 800 4,000,000 ― ― 

 運搬・清掃・包装等の職業 2,300 14,500,000 ― ― 

合   計 3,500 22,000,000 ― ― 

総 合 計 
延人員 

     3,500 人  

事業収入 

22,000,000 円  

 

３．高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の推進 （公 1） 

  少子高齢化に伴い、労働力人口の減少が進行するなか、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、 高齢者活用・現役世代雇用サポート 

 事業を実施し、人手不足分野等での活躍の場の創出を推進する。 

 

４．有料職業紹介事業の実施 （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、臨時的・ 

 短期的又はその他の軽易な業務に係る雇用による就業を希望する高年齢者に 

 対して必要な情報提供等を行い、有料の職業紹介を実施する。 

 

５．安全・適正就業の徹底 （公 1） 

  センターの事業運営において、安全を確保することは何よりも優先であり、 

 また、安全就業に対して会員一人ひとりが十分に理解し実践することが重要 

 である。 

  会員の自覚を促すための啓発活動とともに、事故の未然防止に有効な講習 

 会等を実施する。 

 (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。 

 (3) センターの適正就業を確保するため、厚生労働省が作成した「シルバー

人材センター適正就業ガイドライン」に沿った事業運営を推進するととも

に、ワークシェアリング等を行い公平な就業機会の提供に努める。 

 

 

 



 

６．就業相談等の実施と会員増強の促進 （公 1） 

 (1) 新入会員説明会を定期的（毎月第 1・第 3 水曜日）に開催するとともに、

新たな取り組みとして、女性限定の説明会や各公民館等に出向いての地区

別説明会を実施し、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) 会員夫婦等の「会費割引制度」を導入し、会員増強の取り組みを図る。 

 (3) 多様な会員のニーズに対応するため、就業相談日を開催するとともに、 

  随時、センター窓口や電話等で就業に関する相談を行い、一人でも多くの 

  会員が就業できるようミスマッチ解消に努める。 

 

７．組織体制の強化 （公 1） 

 (1)  受託事業の日報処理については、兵庫県シルバー人材センター協会が推

進する事務処理の集中化を活用し、作業の効率化を図る。 

 (2) 会員による自主的な活動を推進し、各委員会の活性化を図り、組織の充

実強化に努める。 

 

８．ボランティア活動の推進 （公 1） 

  地域社会に貢献するためのボランティア活動として、美嚢川リバーサイド 

 パーク等での除草清掃作業を実施する。 

 

９．各種講習会等の実施 （公 1） 

  就業に関する知識や技能向上の取得及び安全就業など、会員の資質向上を目 

 的に各種講習会を実施する。 

 

10．公益社団法人の適正運営 （法人管理） 

 (1) 理事会及び総務委員会を中心に公益法人として適正に対応できる知識や

情報を収集するとともに、センター事業の安定的な運営に向けて財政基盤

の整備に努める。 

 (2) 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。 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業計画 

開催日 内容 

平成 30年 ４月 平成 29年度決算監査 

第１回理事会 

 ５月 平成 30年度定時総会 

「シルバーみき」発行 第 112号 

      ６月 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１回総務委員会 

 

      ９月 第２回理事会 

「シルバーみき」発行 第 113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２回総務委員会 

会員視察研修旅行 

     １２月 第３回理事会 

平成 31年 １月 第 22回会員作品展 

「シルバーみき」発行 第 114号 

      ２月 第３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 

草刈機取扱い講習会 

 

 

 

＊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 


