
公益社団法人筑後市シルバー人材センター令和 4 年度事業計画 

 
(事業概要) 

昨年は、一昨年に端を発した新型コロナウイルス感染が拡大・縮小を繰り返し、年間

を通じて経済社会活動に甚大な影響を及ぼした一年でした。ワクチン接種や治療薬の開

発、緊急時の医療体制の整備が進み、安心して暮らせる年となることを願わずにいられ

ません。 
このような状況のなか、当センターでは、職群班の活性化を昨年度の重点課題として

取り組んだ結果、いくつもの職群班で、会員が自主的に協議の場を持ちトラブル解消策

を模索するという気運が芽生えてきました。また、会員互助会でもコロナ禍で相次ぐイ

ベント中止をするなか、サザンクス筑後周辺の清掃活動をしました。社会貢献活動をし

ながらセンターのピーアールをするという今までにない画期的な取り組みがなされまし

た。今後、センター本体で引継ぎ継続的な活動としていきたいと考えています。 
さらに、高齢者のちょっとした困りごとをワンコイン(500 円)でお助けするサービスを

開始します。会員が自分の空いた時間を活用して、ごみ出し、電球の交換等地域で困っ

ている人を手助けするものです。軌道に乗るまで住民周知が必要です。 
落ち込んでいた新規入会者数も持ち直しの動きが見られています。消費の本格的な回

復が見込まれるなか、全国各地で広がる女性会員活躍の輪を起爆剤に、コロナ禍を乗り

越え、会員拡大に取り組む新たな一年にしたいものです。 
シルバー事業をめぐっては、他にも課題が山積しています。 
特に、令和 5 年 10 月に実施が迫った消費税におけるインボイス制度の導入は、シルバ

ー人材センターの運営基盤を揺るがしかねない大きな問題です。配分金については、仕

入税額控除ができなければ、センターに新たな税負担が生じます。収支相償の予算原則

が求められるセンターにそのような財源はありませんので、事務費の値上げを含めて対

応策を準備していきたいと考えています。 
安全就業の確保は、シルバー事業の基本です。会員の高年齢化が進む中、従前にも増

して対策の強化が求められています。新規就業先における安全確認、基本的な安全対策

の徹底を怠りなく実施することが重要です。 
 市・国の補助金は、他センターの水準に近づいてきましたが、市契約分の事務費の値

上げを求めていきます。安定した財源をもとに、会員が安全に安心して働ける環境を作

りながら、多くの市民から信頼され、頼りにされるセンターを目指し、「自主・自立、共

同・共助」の理念のもと、会員、役職員が一丸となって取り組みを進めてまいります。 
 
 
 
 
 
 



(基本方針) 

  センターが行う事業は、高齢者の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、並びにその他の社会参加活動を推進することにより、高齢者の生きがいの充実と福祉の増進

を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とした事業展開を図るため、次の事

業を実施します。また、定款及び規程等に沿った適正な法人運営に努めます。 

 
 

一 雇用によらない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機会 

の確保・提供事業、社会参加のための支援（公益目的事業） 

 

1 就業開拓提供等事業 

（1）受託事業（一般事業） 

高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに

寄与するため、高齢者にふさわしい地域に密着した仕事を、一般家庭、民間事業所及

び行政等から有償で引き受け、会員の能力や希望等に応じて請負又は委任という形式

により会員へ提供し、仕事の内容と実績に応じて報酬（配分金）を支払うものでセン

ターは発注者に対して適切に仕事を完成させる義務を負っています。就業の提供にあ

たっては、発注された仕事の情報を周知し、公平な就業機会を得られるように適切に

行います。 

 

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業 

  地域貢献や会員の就業促進を目的に、市と連携した要支援高齢者等に対する介護予

防・日常生活支援総合事業を実施します。 

 

 

二 雇用による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機会

の確保・提供事業（公益目的事業） 
 

 

1 職業紹介事業 

  福岡県シルバー人材センター連合会(以下「連合会」という)の職業紹介の事務所とし

て、センター事務所内に連合会筑後市実施事務所を置き「臨時的かつ短期的な仕事又は

その他の軽易な業務」に係る仕事の求人を受付け、就職を希望する高齢者に対して必要

な情報提供・相談・助言等を行い、有料の職業紹介事業を実施します。 

 

2 労働者派遣事業 

  連合会の労働者派遣事業の事務所として、センター事務所内に連合会筑後市実施事務

所を置き「臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務」の就業の範囲において、

派遣労働を希望する高齢者を対象に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働



者の保護に関する法律」に基づき、労働者派遣事業を実施します。 

 

 

１ 普及啓発事業 

 高齢者の就業機会の確保や社会参加活動の場・機会を提供するというシルバー人材セン

ターの役割を果たすため、積極的に会員の拡大に取り組みます。 

地域社会の信頼と理解を得た上で、シルバー人材センターが持続的に活動できるよう、

センターの基本理念や仕組み、そして現在の活動を広く、正しく地域社会に浸透させるた

め、様々な普及啓発活動や情報提供を行います。 

 

2 安全・適正就業推進事業 

 「安全は、すべてに優先する」の理念のもと、高齢者が自らの健康の維持と安全を図り

ながら、提供された仕事を安全かつ適正に遂行できるよう、安全意識の高揚と啓発活動を

行います。 

 また、シルバー事業における就業内容は、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な

業務」が基本であり、高齢者にふさわしい仕事の提供ということを念頭に、関係法令を遵

守し、一般労働者派遣事業への切り替えなど、就業の適正化を推進します。 

 

3 相談事業 

  高齢者の就業及びその他の社会参加活動を推進するため、地方自治体等と協力しながら、

随時、就業相談等に対応します。また、入会を希望する高齢者を対象とした入会説明会を

実施します。 

 

4 研修・講習事業 

 高齢者に相応しい地域に密着した仕事ニーズに対して、就業に必要な技能や知識の習得

や安全意識の向上を目的とした各種研修や講習会を積極的に行います。 

また、仕事をする上で基本となる利用者からの信頼や満足度を高めるためのマナー研

修・接遇講習会を実施し、後継者の育成や人材確保に努めます。 

 

5 調査研究等事業 

 センター事業の課題解決のため調査研究を行います。 

 

 

 

 

 

三 高齢者の就業機会の確保や社会参加活動を発展・拡充するための普及啓発、情報

提供、研修・講習、相談・助言等（公益目的事業） 



（実施計画） 

一 雇用によらない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機会の

確保・提供事業、社会参加のための支援(公益目的事業) 

 

1 就業開拓提供等事業 

(1) 受託事業（一般事業） 

   高齢者の希望、能力等に応じて公平に就業機会の提供を行うとともに未就業者ゼロ

を目指し、出来るだけ多くの高齢者が就業機会を得られるように作成した「就業基準」

に基づき、ワークシェアリング（仕事の分かち合い）に配慮します。 

   新たな就業機会の開拓、会員募集等を行い、幅広い分野の就業の場が得られるよう

事業の拡大に努めます。 

また、特に会員が不足している剪定作業、除草作業及び農作業会員の拡充に努めま

す。 

① 令和４年度見込み 

就業実人員 就業延人員 就業率 契約金額 受取事務費 

310人 32,300人日 91％    141,250千円 10,915千円 

② 主な就業分野 

【技能・技術分野】個人家庭での大工、左官、剪定、網戸･障子張替等 

【事務分野】    宛名書き、賞状書き等 

【管理分野】   庁舎等施設管理、公園管理等 

  【折衝外交分野】  市政だより配布、県民だより配布、上下水道検針等 

【一般作業分野】  家庭等の草取り・草刈り、市や企業の除草作業、企業等の清掃

作業、農作業等 

【サービス分野】  個人家庭の家事援助サービス、高齢者世帯を対象にした家屋の

簡単な修繕、家周りの手入れ(除草、窓ふき等)の軽度生活支援サ

ービス、高齢者世帯等のちょっとした困りごとに対するワンコイ

ンサービス 

 

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業 

   行政と連携した要支援高齢者等を対象とした掃除、洗濯、買い物、外出支援等介護 

  予防・日常生活支援総合事業を実施します。 

 令和４年度見込み 

就業実人員 就業延人員 就業率 契約金額 受取事務費 

20人 4,700人日 6％ 3,750千円 285千円  

 



 二 雇用による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機会の確

保・提供事業（公益目的事業） 

 

1 職業紹介事業 

 雇用を希望する高齢者に臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務の範囲において

就職を斡旋します。また、求人・求職の取扱いについては、職業安定機関と連携し、雇

用情報等の収集、情報交換を行います。 

 

2 労働者派遣事業 

 地域社会における就業ニーズと高齢者が求める就業形態の多様化に応えるため、臨時

的かつ短期的又はその他の軽易な業務の範囲において労働者派遣事業を推進し、高齢者

の就業機会を拡充・提供します。 

 労働者派遣事業に係る業務については、連合会と派遣労働契約及び雇用契約について

随時事業相談を行い、幅広い就業分野の開拓に努め、取り組むものとします。 

① 筑後市事務所 令和４年度見込み 

就業実人員 就業延人員 雇用就業率 契約金額 業務受託収益 

130人   9,500人日     38％  50,000千円  3,250千円 

② 主な就業分野 

・ 工場内作業 

・ 建築製品の洗浄及び整備業務     

・ 宅配業務 

・ 学校用務員業務 

・ 施設内見守り・食事介助の補助業務 

・ 施設内清掃業務 

・ 施設内洗濯業務 

・ 調理補助業務 

・ 資源ごみ収集運搬業務 

 

 

三 高齢者の就業機会の確保や社会参加活動を発展・拡充するための普及啓発、情報提

供、研修・講習、相談・助言等(公益目的事業) 
 

 

1 普及啓発事業 

（1）会員拡大にむけた広報活動 

    センター及び会員の日常活動こそが、地域への最良の普及活動であることを強く認

識し、発注者には常に誠意ある対応を心掛け、信頼されるよう不断の努力をします。 

① ホームページを活用し、啓発や会員募集を行います。 



② 会報「シルバー筑後」を発行(年２回)し、センターの活動状況の紹介や仕事及び

会員の募集を行います。  

③  市広報紙「広報ちくご」掲載依頼を行い、啓発や会員募集を行います。 

④  会員による会員・就業機会の拡大のため「一人ひとりの会員拡大・一人１件の就

業開拓」行動を実践します。 

⑤ 役職員及び地域班組織による、より地域に密着した就業開拓を行います。 

⑥ ＰＲチラシ配布等により会員拡大、就業開拓を行います。 

⑦ 事業所等の訪問活動を強化し、シルバー派遣事業の周知拡大を図ります。 

    

（2）社会参加・ボランティア活動 

    社会的位置づけを明確にするため、地域活動の一環としてボランティア活動に積極

的に参加することを推進します。 

    また、市主催のイベントに参加し、センターの啓発活動を行います。 

 

（3） 地域交流活動 

地域班の充実・活性化のため班単位の研修や地域懇談会等で懇談の場を持ち、地域

班の活用を図っていきます。 

     

2 安全・適正就業推進事業 

（1） 安全就業対策 

安全は、高齢者(会員)が就業等活動を通じ社会参加をするうえで最も優先すべき 

課題であり、会員として自らの健康の維持と安全の確保を図りながら、提供され

た仕事を安全かつ適正に遂行するため、安全意識の高揚のための啓発活動等を行

います。 

① 安全就業基準の運用の徹底 

②  安全・適正就業委員会の開催 

③ 安全パトロール 5回以上の実施 

④  職群班ごとに作業別安全就業基準の遵守を徹底 

⑤ 保護具着用の徹底 

⑥ 健康診断の受診呼びかけを含めた健康管理講習会の開催 

⑦ 交通事故の撲滅のための交通安全講習会の開催 

⑧ 安全就業推進大会の実施と参加率向上  

 

（2） 適正就業の徹底 

     シルバー事業における就業内容は、高年齢者にふさわしい仕事への就業が前提であ

り、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務」を基本として、より慎重に

関係法令の遵守、適正な就業を促進します。 

① 契約内容及び就業実態の点検 

② 不適正就業の適正化 



③ 施設管理業務等の同一就業場所での長期就業の是正 

④ 一般労働者派遣事業への切り替え及び推進 

⑤ 文書による適正就業の要請 

 

3 相談事業 

（1）就業相談の実施 

       未就業者及び少日数就業者支援ため、その実態を把握し、未就業者リストを作成、

就業先を紹介し、希望者には就業相談を行います。 

 

（2）入会説明会の開催 

       入会を希望する高齢者を対象に、毎月 3回(センター2回、チクロス 1回)開催しま

す。開催日時・時間等は案内文書、ホームページ等で周知・公開します。 

  

4 研修・講習事業 

高年齢者(会員)にふさわしい仕事があっても、それを行うことができる能力等を有し

ていなければ、実際に就業には結びつかないケースがあります。 

このため就業上必要な能力、知識などを身につけることにより、広い就業分野におい

て仕事の確保と提供を推進します。 

① 植木剪定講習会 

② 刈り払機等の取り扱い講習会 

③ 農作業講習会 

④ 福祉・家事援助サービス講習会 

⑤ 接遇マナー講習会 

⑥ 役員研修会 

 

   上記の実施については、開催日時・時間、受講者の募集等を案内文書、ホームページ

等で周知・公開します。 

 

5 調査研究事業 

(1) 会員拡大及び就業拡充を図るため、福岡県連合会、筑後ブロック協議会と連携し、先

進的な取り組みを行っている他センターの情報収集や視察を行い、センターの事業運営

に活用します。 


