平成２4 年度事業報告書
１ 概 要
我が国においては、少子・高齢化が急速に進展し、労働力人口の大幅な減少が見込ま
れるなか、高年齢者が生涯現役として活躍することが不可欠となっており、シルバー人
材センターが果たす役割は一層増大しております。平成 24 年度においては、東日本大震
災によって受けた大きな打撃から徐々に立ち直りつつあるものの、世界経済の減速等を
背景として輸出や生産が減少するなど引き続き景気の低迷が続き、これまでも補助金削
減等により困難な運営を迫られてきたシルバー人材センター事業を取り巻く環境は厳し
さを増した一年でありました。こうした中、当連合会は、平成 24 年 4 月に公益社団法人
への移行を果たし、高年齢者の就業や社会参加への意欲、地域社会の期待に応えられる
よう、国及び地方公共団体の指導・援助を受けながら、各拠点シルバー人材センターと
一体となって各種事業を実施してきました。
その結果、シルバー人材センター事業は、平成 25 年 3 月末現在でみると、契約金額は
復興経済等の影響もあり、前年同期比 8.0％の増（公共 6.0％、民間 8.7％）で、会員数
は 10,846 人と▲2.2％（男▲3.1％、女 0.4％）の減少となりました。（3 月末現在の実績
は下表のとおり。
）また、一般労働者派遣事業は、13 拠点センターで実施され、受注件
数が延べ 80 件（前年度 44 件）で、受注金額は 1 億 1,130 万円(前年度 5,649 万円)とな
り大幅な増加となりました。一方、国から委託を受けて実施した「シニアワークプログ
ラム地域事業」については、公共職業安定所及び事業主団体、拠点センターの協力のも
とに技能・介護講習を概ね当初計画どおり実施するとともに、職業相談や合同面接会開
催など受講修了者の再就職促進等に努めた結果、着実に実績を上げることができました。
また、公益社団法人として再スタートしたことを機に、平成 24 年 12 月には、向こう
3 ヵ年の連合としての業務指針を定めた「シルバー事業推進計画」を策定しました。
以上のとおり、平成 24 年度の各事業については、シルバー人材センター事業が地域差
はあるものの関係者の尽力により一定の回復傾向を示すとともに、一般労働者派遣事業
や受託事業は各拠点センター等の御支援・御協力により、概ね順調に推移致しました。
更に、平成 24 年度から一般社団法人村田町シルバー人材センターが事業を開始し、連
合会に新規加盟するとともに、年度末には、（社）石巻市シルバー人材センター、（社）
塩釜市シルバー人材センターが公益認定を受け、平成 25 年度から公益社団法人として新
たにスタートする運びとなりました。
シルバー人材センターの事業実績（２５年３月末現在）シルバー派遣含む
会員数

契約金額

就業延人員

就業率(請負・委任)

平成２４年度実績

10,846 人

4,461,020,056 円

950,006 人日

85.0％

平成２３年度実績

11,085 人

4,130,834,055 円

874,492 人日

84.7％

前 年 度 比

▲2.2％

8.0％

8.6％

0.2％

推進計画２４年度目標値

12,220 人

4,120 百万円

905,500 人日

―

達成率

88.8％

108.3％

104.9％

―

２ シルバー人材センター事業
（１）安全・適正就業推進事業
安全・適正就業対策委員会のもとに、センター会員の安全・適正就業対策の推進を図った。

① 安全・適正就業対策委員会の開催
区 分

開催年月日

開催場所

検討事項等
安全・適正就業対策委員会委員長の互選について

第１回委員会

８月２１日

連合会５階会議室

平成 23 年度事業実施状況報告について
平成 23 年度事故状況報告について
平成 24 年度事業計画（案）について
安全パトロールの結果について

第２回委員会

１１月１２日

連合会５階会議室

適正就業指導の実施について
受注業務の改善について（草刈関連）
安全就業推進大会について

第３回委員会

１２月１３日

連合会５階会議室

平成 24 年度安全就業推進大会について
受注業務の改善について（草刈関連）

② 安全パトロールの実施
安全・適正就業対策委員会が主体となって、１０月１７日（火）に多賀城市シルバー
人材センター及び大和町シルバー人材センターにおいて、作業現場の視察・確認、セン
ターの安全担当者との意見交換を行い、安全就業の推進を図った。

③ 安全就業推進大会
日 時：平成２５年１月２８日（月）１３時３０分から１６時
場 所：ホテル白萩 ２階「錦の間」
出席者：１１０名 (会員センターの役職員等)
来賓 宮城労働局職業安定部職業対策課

課 長 竹村慶一 様

宮城県経済商工観光部雇用対策課

課 長 本田弘之 様

仙台市健康福祉局保険高齢部高齢企画課

課 長 浅野吉昌 様

第１部 式 典
吉川会長の挨拶に引き続き、安全就業推進貢献者２５名の表彰と、来賓からの祝辞。
第２部 研 修
１ 講 義
テーマ「いきいきと働くために留意していただきたいこと」
講 師 宮城労働局労働基準部健康安全課 地方安全専門官 昆野良久 様
２ 事例発表
（１）報 告
報告者 公益社団法人名取市シルバー人材センター 業務係長 大友武信

（２）安全・適正就業対策委員会の活動状況報告
発表者 宮城県シルバー人材センター連合会安全・適正就業委員会
①安全パトロールの経過報告について
一般社団法人大和町シルバー人材センター 鎌田 務 委員
②安全対策等について（草刈作業関係）
公益社団法人仙台市シルバー人材センター 後藤正樹 委員

④ 安全就業研修資料の作成・配付及び安全装具の配付
「平成２４年度事故実例及び未然防止対策実例集（草刈作業・飛び石事故関係）」を安
全・適正就業対策委員会監修のもとに作成し、県内センターに配布し、安全就業の推進
を図った。また、安全帯・植木用巻付けベルトを県内センターに配布し、安全就業推進
を図った。

⑤ 適正就業の促進
県内事務局長及び担当職員会議（平成２４年７月開催）において、宮城労働局担当
官より、改めて適正就業の徹底について説明、指導を受けるとともに、平成２４年度か
ら初めて実施された宮城労働局による「適正就業事務指導」（９月～２月、連合会及び
９センターで実施）に関し、情報収集及び提供に努め、適正就業の促進を図った。

（２）職業紹介事業
拠点センターにおける会員の就業機会の拡大と就業率の向上に向けた取り組みの支援
を行った。
イ「シルバーしごとネット」の周知と利用の促進に努めた。
ロ 就業開拓用リーフレット「あなたの街のお仕事はシルバー人材センターへ」及び「活用
しよう、シルバー派遣」の２種類を作成し、関係機関及び県内の拠点センターに配布した。

（３）一般労働者派遣事業（シルバー派遣事業）
シルバー派遣事業の適正かつ効率の良い運営が行えるよう、「シルバー派遣事業運営委員
会」を開催した。

① シルバー派遣事業運営委員会
日 時：平成２４年１０月１２日（金）１３時３０分から１７時
場 所：ホテル白萩 ３階「松の間」
議 題（１）シルバー派遣事業実績について
（２）３年問題への対応について
（３）宮城労働局による適正就業指導について
（４）その他

② 平成２４年度事業実績
県内各センターの努力により以下の実績を上げることが出来た。
実施事業所

受注件数

受注金額

登録会員

石巻市事業所

５件

４，７７２，２３２円

１５名

気仙沼市事業所（新規）

５件

２，０７４，０６５円

１２名

白石市事業所 （新規）

２件

３，０１５，３３０円

８名

１５件

１６，６５９，８０８円

３３名

４件

２，５０２，８００円

４５名

１０件

１１，４４６，９８２円

１９名

登米市事業所

２件

１，０８３，６００円

６名

大河原町事業所

1件

９５０，６７０円

1名

柴田町事業所 （新規）

５件

５，５６６，１５８円

１６名

亘理町事業所 （新規）

５件

６，０１７，８４４円

７名

利府町事業所

７件

５，００８，６２６円

１９名

富谷町事業所

１７件

４８，９６１，３９２円

８４名

涌谷町事業所

２件

４，７０８，１１６円

１８名

８０件 １１２，７６７，６２３円

２８３名

４４件

１２７名

角田市事業所
多賀城市事業所
岩沼市事業所 （新規）

合

計

平成２３年度実績

５６，４９０，７６０円

（４）普及啓発・就業開拓事業
シルバー人材センター事業について、事業所及び高齢者、一般県民に対して広く周知・
浸透を図るため、普及啓発・就業開拓事業を積極的に実施した。
イ １１月１６日（金）、仙台シルバーよつばの会が開催したイベント「センターまつり」
に参加し、普及啓発ポスター及びＳＰ技能講習用ポスターを展示すると共に、来場者に対
して「シルバー人材センター事業」及び「ＳＰ技能講習」に係るパンフレットを配布する
など、周知・広報活動を実施した。
ロ 機関誌「連合会だより」を各種のシルバー事業の情報を広く周知するため、年 2 回（9
月と 1 月）
、毎号 12,000 部発行し、センターを通じて県内全会員及び関係機関（宮城県、
宮城労働局、宮城県議会議員）等に配布、広報活動に努めた。
ハ ポスター、リーフレット、のぼりを関係機関及び拠点センターに配布した。

（５）情報提供・指導・助言事業
シルバー人材センター事業が適正かつ効果的に運営されるよう、拠点センター理事長・
事務局長及び職員を対象に会議・研修会を開催するとともに、日常的に指導相談業務を行
った。

① 会

議

・平成２４年度第１回事務局長及び担当職員会議
日 時 平成２４年 ７月 ６日（金）１３時３０分から１６時
場 所 ホテル白萩 ３階 「萩の間」
内 容（１）シルバー人材センター事業の適正運営について
（２）労働者派遣事業について
（３）平成 24 年度第 1 回全国都道府県連合事務局長会議の伝達について
・平成２４年度第２回事務局長会議
日 時 平成２４年１１月２１日（水）１３時３０分から１７時
場 所 ホテル白萩 ２階 「けやきの間」
内 容（１）平成 24 年度第 2 回都道府県連合事務局長会議の結果等について
（２）適正就業事務指導及び平成 25 年度 SP 事業について
（３）事例発表「新規就業開拓について」及び分科会
緊急雇用事業を活用した事例
発表センター 公益社団法人気仙沼市シルバー人材センター
学童保育・出張床屋の事例
発表センター 公益社団法人東松島市シルバー人材センター
専業農家への就業事例
発表センター 公益社団法人丸森町シルバー人材センター
・平成２４年度理事長会議
日 時 平成２５年度２月２２日（金）１３時３０分から１６時
場 所 ホテル白萩 ３階 「萩の間」
内 容（１）平成 24 年度都道府県シルバー人材センター連合会長会議の伝達
について
（２）講 演「人生の黄昏を慈しむ」（高齢者健康管理関係）
仙台市青葉区保健福祉センター 所長 大熊恒郎 氏

② 研修会
・平成２４年度職員研修会
日 時 平成２５年 ２月 ７日（木）１３時３０分から１６時
場 所 ホテル白萩 ２階 「錦の間」
テーマ 「公益法人に関する定期提出書類の作成要領について」
菅谷税務・鑑定事務所 税理士 菅谷俊貴 氏

（６）企画調査研修事業
シルバー事業の推進を図るため、次の事項を実施した。
イ シルバー事業の実績の把握と分析

ロ「シルバー人材センター事業概要」の作成・配布
ハ 連合「事業推進計画」の策定・周知、広報
ニ 推進計画策定検討委員会開催
・第１回 平成２４年 ８月２９日（木）１３時３０分から１６時
・第２回 平成２４年１０月１９日（金）１３時３０分から１６時
・第３回 平成２４年１１月２７日（水）１３時３０分から１６時

（７）未設置地域解消事業
関係者の尽力により、一般社団法人村田町シルバー人材センターが平成２４年４月１日
事業開始に至った。また、未設置町村の解消を図るため、蔵王町、川崎町、七ヶ宿町を訪
問、相談支援を行った。
東日本大震災により休止となっている(社)南三陸町シルバー人材センターの事業活動
再開に向けた支援・助言等を実施した。

（８）行政等への提言・要請活動（要請者：会長、副会長、専務理事）
要請先（応対者）

要請年月日

宮城県(経済商工観光部次
長、課長)

要請内容
１補助金の確保と公共事業の発注

平成２４年８月２日(木) ２派遣契約期間の適用除外
３発注促進税制の創設

自民党県連（幹事長）
地元選出自民党国会議員

１補助金の確保と公共事業の発注
平成２５年１月７日(月) ２派遣契約期間の適用外

３ シニアワークプログラム地域事業（以下ＳＰという）
（１）ＳＰ啓発・情報提供事業
・事業主団体等に対する啓発
(一社)宮城県ビルメンテナンス協会、(一社)マンション管理協会、陸上貨物運送事業労働災
害防止協会宮城県支部、(一社)宮城県警備業協会、ヒューマンリソシア(株)、(公社)仙台市
防災安全協会、(株)ステップの７団体に対して、ＳＰ事業の実施について協力と理解を得
て委託契約を締結するとともに、団体傘下の事業所にも周知啓発活動を行った。
（啓発活動の内容）
① 訪問、電話、郵便による事業主等への合同面接会の参加要請
② 啓発用リーフレット等の配布
③ 事業主団体の総会・理事会への出席及び関係団体発行の会報等の活用

（２）ＳＰ技能講習
・重点講習
訪問介護員２級養成研修

２回

受講修了者

４１名

育児・保育従事者養成セミナー

３回

〃

３４名

マンション管理業務技能講習

４回

〃

９４名

調理（高齢者食事）補助スタッフ養成セミナー

３回

〃

６１名

警備保障技能講習

５回

〃

４９名

計

１７回

２７９名

・通常講習
乙種第４類危険物取扱者試験講習

３回

受講修了者

４９名

ビジネス実務技能講習

４回

〃

９８名

ハウス（オフィス）クリーニング技能講習

３回

〃

４８名

フォークリフト運転技能講習

７回

〃

１２９名

計

１７回

３２４名

・合 計
講習回数

受講者数

修了者数

計画数

３２回

６５０名

６５０名

実績数

３４回

６６１名

６０３名

達成率

１００％

１００％

９３％

（３）職業紹介事業
技能・介護講習修了者を対象とし、公共職業安定所との連携、ならびに事業主団体及
びその傘下事業所の協力を得ながら、合同面接会を開催。
実施回数

１９回

参加事業所数（延数）

９９社

求人数（延数）

８５１名

参加求職者数

５５９名

就職者数

３４９名

※ 参加企業・求人が無い場合は、ハローワークの情報説明会（１２回）を開催。
※ 求人数（延数）は、登録ヘルパー（その他の就業８０名）を除く。
※ 参加求職者数には一般求職者（２１１名）を含む。
※ 就職者数には就業者（４２名）を含む。

（４）求職者等への周知
新聞等に対する広告

２回

情報紙に対する広報（河北ウィークリー）
リーフレットの作成・配布

３０回

８，０００枚（作成部数）

（５）合同面接会の開催
平成２５年２月１４日（木）アエル５階多目的ホールにて、登録高年齢者の雇用・就業
を支援するため、職業安定行政機関と共催により合同就職面接会を開催し、マッチングに
努めた。併せ、キャリアカウンセラーによる「キャリアカウンセリング」を実施した。
参加事業所 31 社 参加者 309 名 ハローワーク求職者 21 名 キャリアカウンセリング相談者 15 名

（６）求人・求職者情報の提供
団体傘下の事業所に対し求職者情報を配布し、受講修了者には求人情報を配布した。
また、受講者には就職活動のための参考資料の配付や就職ガイダンスを実施するなど、
雇用・就業の推進に努めた。

４ 法人管理事業
（１）会員の状況
平成 25 年 3 月末現在における連合会の会員は、正会員 28 団体（前年度末比１団体増）、
賛助会員 38 団体（前年度比１団体減）合計 66 団体。

（２）定款に定める会議
会議名

開催年月日
及び開催場所

定時総会

平成２４年６月 １日

第１号議案 平成２３年度事業報告の件

仙台サンプラザ

第２号議案 平成２３年度収支決算報告の件

議事事項等

監事監査
第３号議案 定款の従たる事務所の一部変更の件
第４号議案 役員選任の件
理事会

第１回

平成２４年５月２３日
ホテル白萩

第１号議案 平成２４年度定時総会の日時及び場所等の件
第２号議案 平成２３年度事業報告の件
第３号議案 平成２３年度収支決算の件
第４号議案 平成２４年度収支補正予算の件
第５号議案 役員改選の件
第６号議案 会費規程別表の一部変更の件
第７号議案 会員入会の件
第８号議案 定款の従たる事務所の一部変更の件
第９号議案 従たる事務所の所在場所変更の件

第２回

平成２４年６月 １日
仙台サンプラザ

第３回

平成２４年７月２４日

第１号議案 定款２２条第２項に定める会長、副会長
専務理事選任の件
第１号議案 連合「中長期計画」の策定について

ホテル白萩
第４回

第５回

平成２４年１０月２５日

第１号議案 平成２４年度収支補正予算の件

ホテル白萩

第２号議案 連合「推進計画」原案について

平成２４年１２月１１日

第１号議案 連合「推進計画」承認の件

仙台シルバーセ
ンター会議室
第６回

平成２５年２月１９日
連合会５階会議室

第１号議案 平成２５年度シニアワークプログラム地域
事業の実施方針の件

第２号議案 健保行政訴訟への支援の件
第７回

平成２５年３月１８日

第１号議案 平成２４年度収支補正予算の件

連合会５階会議室

第２号議案 平成２５年度事業計画の件
第３号議案 平成２５年度収支予算の件
第４号議案 平成２５年度運営資金の借入限度額の件
第５号議案 資金調達及び設備投資の見込みを記載した
書類の件
第６号議案 役員賠償責任保険の加入の件

（３）その他の会議
会議名

開催年月日

開催場所

平成２４年１０月１８日（金） 連合会５階会議室
三役会議

平成２４年１２月１１日（水） 連合会５階会議室

（４回開催）

平成２５年 ２月 ４日（火） 連合会５階会議室
平成２５年 ３月１２日（水） 連合会５階会議室

（４）会計財務の適正運営
平成２４年１０月、菅谷税務・鑑定事務所と会計顧問契約を締結し、定期的に監査及び助
言を受けるとともに、行政庁の指導を仰ぎつつ、２０年度会計基準に基づく適正な会計財務
処理に努めた。

