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平成 30年度事業計画 

 

わが国の 65歳以上の高齢者人口は、平成 29年 9月の人口推計では 3,511万人で、

総人口に占める割合が 27.7％となり、人口、割合共に昨年度の記録を更新し、過去

最高となった。高齢者人口の割合は今後も上昇を続け、「平成 29年度高齢社会白書」

によると、第２次ベビーブーム期（昭和 46 年～49 年）に生まれた世代が 65 歳以上

となる 2040年には、35.3％になると推計されている。 

雇用情勢を見ると、景気回復が続く中、平成 29年 11月の失業率は 2.7％と、平成

5 年 11 月以来の低水準、有効求人倍率も 1.56 倍と、昭和 49 年以来の高水準となっ

ている。高齢者の就業者数は、13年連続で増加し、平成 28年は 770万人と過去最多

となっている。また、高齢雇用者の正規・非正規の職員・従業員の推移を見ると、い

ずれも増加傾向で推移しているが、特に非正規の職員・従業員は平成 18年の 122万

人から平成 28年の 301万人と、この 10年間で約 2.5倍と大きく増加している。 

このように経済・雇用環境が好調であることは、就業を希望する高齢者に就業機会

を提供することを使命とするシルバー人材センター事業（以下「シルバー事業」とい

う。）にとって追い風が吹いていると言えよう。人手不足により高齢者の労働力が強

く求められる中、平成 29年度のシルバー派遣事業の実績は、順調に伸びている。平

成 29年 3月 28日に決定した政府の「働き方改革実行計画」においても、「健康づく

りやフレイル対策を進めつつ、シルバー人材センターやボランティアなど、高齢者の

ニーズに応じた多様な就労機会を提供する。」とされており、シルバー事業の重要性

とシルバー人材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い

る。 

本県の平成 29年度の実績については、シルバー派遣事業の契約金額は、12億円を

超えた昨年度を既に上回っており、大きく伸びる見込みである。一方で、1月末現在

の会員数は、前年同期に比べて 56人の増加にとどまっており、平成 26年度に策定さ

れた全国シルバー人材センター事業協会の「会員 100万人達成計画」における本県の

達成状況は、1月末現在で 65.2％である。連合会では、センターの地域における存在

意義を高め、積極的な事業運営を行うためには、「会員の拡大」が最重要課題と位置

付け、平成 30年度から始まる「第二次会員 100万人達成計画」に沿って、シルバー

事業の普及啓発活動等に力を入れていく。 

また、国、県等行政機関に一層の理解と支援を要請し、各拠点センター、全国シル

バー人材センター事業協会及び東海シルバー人材センター連絡協議会等との連携を

強化しながら、地域の実情にあった事業を展開していくこととする。 

シルバー事業の要である安全就業については、平成 29年度は剪定作業に係る重篤

事故が２件発生した。このため、平成 30年度は、「剪定作業における安全就業」を重

点取組に掲げ、連合会と各拠点センターが一丸となって、事故の撲滅を図っていく。 



２ 

 

１ シルバー人材センター事業 

(1) 就業受注事業 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、各市町村単位に設置された 

シルバー人材センター（以下「センター」という。）を拠点として、定年退職後

等の臨時的かつ短期的又はその他軽易な業務に係る就業を希望する高齢者に当

該就業の機会を確保し、提供する。 

ア 就業機会の確保及び組織的提供事業 

臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢

者に当該就業の機会を広域的な見地から確保し、センターと連絡調整を図りなが

ら組織的に提供する。 

(ア) 入会希望者や地域高齢者からの問い合わせ対応 

(イ) 発注希望者等からの問い合わせ対応 

(ウ) センターの独自事業の調査研究 

(エ) シルバーしごとネットの運用 

イ 職業紹介事業の実施 

臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業（雇 

用によるものに限る。）を希望する高齢者に対し、職業紹介事業を実施する。 

(ア) 職業紹介事業届出・実績等の統括管理 

(イ) 法定事業報告の実施 

ウ シルバー人材センター連合が行う労働者派遣事業（シルバー派遣事業） 

高齢者に対し、より多様な就業機会を確保し、提供するため、連合会を実施  

主体（派遣元事業主）、各市町村センターを実施事業所（事務所）として労働者

派遣事業（以下「シルバー派遣事業」という。）を実施する。 

連合会は、各事務所の円滑な運営に資するための体制整備、支援を行う。 

(ア) シルバー派遣事業運営委員会の開催（随時） 

(イ) シルバー派遣事業定例連絡会議の開催（5回） 

(ウ) 事務所パトロールの実施 

(エ) 顧問弁護士の設置 

(オ) 顧問社会保険労務士の設置 

(カ) 損害賠償責任保険の加入 

(キ) リーフレット等の作成配布 

(ク) 派遣労働会員の教育訓練に係るＤＶＤの作成 

(ケ)  衛生管理者資格取得及び派遣元責任者講習受講に対する助成 

(コ) 事業及び会計の統括管理、法定事業報告の実施 

    エ 業務拡大への対応 

    業務拡大の適用を希望するセンターと調整を図りながら、県知事の指定を受け、 

地域高齢者及び事業所等のニーズに基づき、事業を実施する。 

 

(2) 中長期計画の策定 

    中長期計画策定委員会を設置し、全シ協の「第二次会員１００万人達成計画」
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に沿った計画を策定する。 

 

(3) 交流研修事業 

シルバー人材センター事業の円滑な実施のため、センター役職員及び会員を 

対象とした各種研修会及び事業推進交流大会を開催して、資質の向上を図る。 

ア 研修会等の開催 

(ア) トップセミナー  （対象：センターの会長・事務局長） 

(イ) 新任会員理事研修 （対象：主にセンターの新任会員理事） 

(ウ) 事務局長研修   （対象：センターの事務局長） 

(エ) 課題研修(3回)  （対象：センターの担当職員） 

(オ)  職員基礎研修   （対象：センター採用後約４年以内の職員） 

イ 事業推進交流大会の開催（10月） 

(ア) 顕彰（県知事表彰、連合会長表彰） 

(イ) 事例発表 

(ウ)  公演 

ウ ブロック主催の会長・事務局長会議（研修会）等への参加 

 

(4) 安全・適正就業対策事業 

シルバー人材センター事業の実施にあたっては、会員の安全かつ適正な就業 

が課題となっており、各センターの安全意識の向上、作業中の事故防止、就業形

態の適正化等に資するため各種事業を行う。 

ア 安全・適正就業委員会の開催 

イ 安全・適正就業パトロール指導員の配置 

ウ 安全・適正就業意識の普及啓発 

 ・安全・適正就業推進員研修会  

・安全・適正就業推進大会の開催 

 ・「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」の周知徹底 

  エ 平成３０年度の重点取組み  

「剪定作業における安全就業」 

オ 安全就業推進強化キャンペーンの実施 

カ 安全就業パトロールの実施 

キ 安全・適正就業対策事業に関する情報の収集及び提供 

ク 活動拠点への各種支援事業の実施 

 

(5) 普及啓発事業 

シルバー人材センター事業の理念、活動を地域住民並びに関係者に広く周知 

し、本事業への理解と協力、会員の確保を図るため、積極的な普及啓発を行う。 

ア 会員拡大及びセンターのＰＲのため、センターの新たな愛称等を盛り込んだ 

パンフレット等の資料の作成、配布 

イ ホームページの更新及び充実 
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ウ 関係行政機関及び企業団体等に対する就業機会の拡大要請 

エ 国、県等の関係行政機関及び全シ協等関係団体の情報提供 

  オ シルバー普及啓発促進月間の取り組みの充実 

  カ 会員拡大のための催事等の検討、実施 

 

(6) 調査研究事業 

シルバー人材センター事業発展のため調査研究を積極的に行い、その調査分析 

のデータは事業運営を向上させる指標として活用する。 

ア シルバー人材センター事業実績統計等の分析 

イ 「平成 30年度（29年度実績）事業概要」の作成・配布 

ウ 県外センター・連合の先進事例等の調査研究 

エ 福祉・家事援助サービス事業の取り組み状況の調査 

 

(7) 相談支援事業 

入会希望者や地域住民、発注希望者等の一般の方からの、センターへの入会 

を始め、シルバー人材センター事業全般についての相談や、センターに対する発

注方法に関する相談に対応するとともに、各センターの円滑な事業運営に資する

ための相談支援等を行う。 

ア 入会希望者や地域住民、発注希望者等の一般の方からの相談対応 

イ 全国シルバー人材センター事業協会の指導事業実施要綱に基づくセンター指

導の実施 

ウ 愛知労働局が実施する経理事務指導への立ち会い 

エ ブロック毎に実施している職員研修等への参加・助言 

オ 事業運営等に関するセンターからの相談対応 

カ ネットワークシステム（県内イントラ）を活用した業務指導に係る資料提供 

 

(8) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 

   地域の実情に応じ、人手不足分野、現役世代を支える分野における職域（派遣、 

請負、職業紹介事業）での就業機会を開拓し、地域高齢者へ提供するために各セ 

ンターが行う各種業務について、効果的な推進ができるよう側面的支援等を行う。 

 

(9) その他 

その他、シルバー人材センター事業の効果的な実施に資するため、会議の開 

催及び関係機関等の連携を図る。 

ア ブロック会議の開催（5ブロック） 

イ 関係行政機関等との連携 

ウ 全国シルバー人材センター事業協会との連携 

(ア) 全国都道府県連合会長会議への参加 

(イ) 全国都道府県連合事務局長会議への参加 

(ウ) 各種研修会への参加及び関係者派遣 
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エ 東海シルバー人材センター連絡協議会との連携 

通常総会及び経験交流大会、理事会、企画調整会議、職員研修会への参加 

  オ センターが実施する周年記念事業への参加 

カ 特定公益増進法人に係る寄附金の募集 

キ 高年齢者就業機会確保事業（シルバー人材センター事業）費等補助金の交付 

 

２ 国委託事業（高齢者活躍人材育成事業） 

 各センターが実施する高齢者活用・現役世代雇用サポート事業で拡大が見込まれる

分野の担い手を迅速かつ確実に確保するため、また、労働市場から順次退出している

団塊世代を会員として取り込みつつ、地域のニーズに応じた労働力需要に対し、地域

の高齢者が活躍できるよう人材を育成し就業の実現を図るため、厚生労働省愛知労働

局の委託を受け、実施する。 

(1) 企業ニーズの把握 

   高年齢者の派遣就業に資する求人情報等の収集・分析 

(2) 広報の実施 

   技能講習受講希望者を募るための地域高齢者に対する広報等の実施 

(3) ガイダンスの開催 

   技能講習受講希望者を募るための地域高齢者に対する説明会等の開催 

(4) 技能講習の実施 

   当該地域の企業ニーズを踏まえた、派遣就業に資する技能講習の実施 

(5) 各種業務の実施 

   技能講習修了者をシルバー派遣事業における就業に結びつけるために必要な各

種業務の実施 

 

３ 法人運営のための総会等会議の開催 

当連合会の事業実施及び法人運営のため、総会及び理事会等を開催する。 

(1) 定時総会の開催 年 1回（6月 場所：名古屋市内） 

平成 29年度事業報告及び収支決算等 

(2) 会長会議の開催 年 1回（11月 場所：未定） 

   都道府県連合会長会議の伝達・報告等 

(3) 理事会の開催 年 4回（5月、9月、12月、3月 場所：名古屋市内） 

平成 29年度事業報告・収支決算の作成、平成 31年度事業計画・収支予算の作成

及び平成 30年度の事業活動の報告等 

(4) 監事監査の開催 年 1回（5月 場所：名古屋市内） 

業務及び会計に係る監査の実施 

(5) 幹事会の開催 年 4回（5月、9月、12月、3月 場所：名古屋市内） 

平成 29年度事業報告・収支決算の作成、平成 31年度事業計画・収支予算の作成

及び平成 30年度の事業活動の報告等  
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平成 30年度 業務執行計画表 

行事名 開催月 開催内容 

会 
 

議 

定時総会（年 1回）  6月 決算、事業報告等 

会長会議（年 1回） 11月 都道府県連合会長会議の報告等 

 

理事会（年 4回） 

 5月 

 9月 

12月 

 3月 

決算、事業報告等 

事業執行状況等 

事業執行状況等 

予算、事業計画等 

監事監査（年 1回）  5月 決算、事業報告等 

 

幹事会（年 4回） 

 5月 

 9月 

12月 

 3月 

決算、事業報告等 

事業執行状況等 

事業執行状況等 

予算、事業計画等 

東海シルバー人材センター

連絡協議会総会 
 6月 決算、事業報告、予算、事業計画等 

ブロック会議（5地区） 11月 意見交換等 

委 

員 

会 

シルバー派遣事業運営委員会 随時 
シルバー連合が行う労働者派遣事

業運営等 

中長期計画策定委員会 随時 計画策定 

 

安全・適正就業委員会 

 5月 

12月 

 3月 

事業報告等 

中間報告等 

事業計画等 

研 

修 

会 

トップセミナー  6月 講演等 

事務局長研修  1月 講演等 

新任会員理事研修  9月 講演等 

職員研修 

 8月 課題研修 

11月 課題研修 

 3月 課題研修 

職員基礎研修  7月 
シルバー人材センター職員として

の心構え、接遇・マナー等 

集
中
行
事 

安全・適正就業強化月間  7月 安全・適正就業推進大会 

普及啓発促進月間 

シルバーの日（第３土曜日） 

 

 

10月 

事業推進交流大会       

各センターで独自に普及啓発活動

の実施 

 

 

 


