
 

平成２７年度事業報告 

事業概要 

  シルバー人材センター事業並びに、岩手労働局からの受託事業であるシニアワークプログラム地域 

事業、高齢者活躍人材育成事業を実施し、県下の、健康で働く意欲の高い高齢者のニーズに応えた多 

様な雇用・就業機会の確保はもとより、それぞれの立場でその持てる力を十分に発揮し、社会の担い 

手として積極的に地域に貢献し、活力ある地域社会を構築するため、関係行政機関及び各シルバー人 

材センターと密接な連携を図りながら、平成２７年度事業を展開して参りました。 

  実施した事業につきまして、次のとおり報告いたします。 

 

第１ 会員、補助金の状況 

１ 会員拠点数の状況 

 前年度末 

会員拠点数 
入会拠点数 退会拠点数 

今年度末 

会員拠点数 
増△減 

国庫補助対象 １９ ０ ０ １９ ０ 

国庫補助対象外 ８ ２ ０ １０ ２ 

計 ２７ ２ ０ ２９ ２ 

 

２ 会員数の状況 

 前年度末 

会員数 

今年度末 

会員数 
増△減 

男 ４，６００ ４，５９４ △６ 

女 ２，２５２ ２，２７９ ２７ 

計 ６，８５２ ６，８７３ ２１ 

 

３ 補助金等の状況 

（１）厚生労働大臣より、高年齢者就業機会確保事業費等補助金として、当会９，０８０，０００円、

国庫補助対象１９ＳＣ１５７，７８０，０００円（運営費１９拠点８６，９０６，０００円、基盤

拡大事業１８拠点１４，９７９，０００円、地域ニーズ対応事業２拠点２事業５，０００，０００

円、企画提案方式による事業２拠点２事業３，５００，０００円、高齢者活用・現役世代雇用サポ

ート事業４７，３９５，０００円含む）の補助。 

（２）岩手県知事より、公益社団法人岩手県シルバー人材センター連合会運営費補助金として当会９，

０８０，０００円の補助。 

（３）岩手労働局長より、シニアワークプログラム地域事業として、２３，５９０，０００円を受託。 

（４）岩手労働局長より、高齢者活躍人材育成事業として、２５，６６７，０００円を受託。 

 

 



第２ 事業報告 

１ 雇用によらない就業機会の提供について 

(１) 受託事業 

事業所等からの「シルバーしごとネット」を通じた広域的な発注の問い合わせについて、該当セン

ターと受注に向けての連絡調整等を実施し、該当センター毎での契約には至ったが、広域需給調整事

業としては、契約するまでには至らなかった。 

さらに、株式会社セブン－イレブン・ジャパンやリコージャパン株式会社との契約受注に向けての

協議打合せを行った。 

  

２ 雇用による就業機会の提供 

(１) 職業紹介事業 

  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け付け、これをそのような 

 仕事を希望する一般高齢者及び会員を対象に、職業紹介による就業機会の提供を行うとともに、求人 

事業所や求職者の広域調整、県内全域の職業紹介事業に係る統括管理を行った。 

  また、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会主催の職業紹介責任者講習会に参加し、拠 

点職員に対する研修を次のとおり実施した。 

①有料職業紹介事業研修会 

平成２７年８月１８日（火）、１９日（水）ホテル東日本盛岡３階「青雲の間」 ４５名参加 

②職業紹介実績 

  別表１のとおり 

 

(２) 一般労働者派遣事業 

  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の範囲内において、派遣労働を希望し 

 、登録した会員を対象に「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等に関する法律」 

に基づき実施するものであり、一般労働者派遣事業の派遣元として、センター（事務所）と共に、地 

域に密着した一般労働者派遣による就業機会を提供し、県内全域の一般労働者派遣事業に係る統括管 

理等を行った。 

  公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会等主催の派遣元責任者講習等に参加し、法令を遵 

守した適正な一般労働者派遣事業を実施し、拠点職員に対する研修を次のとおり実施した。 

①派遣事業実績 

    別表２のとおり 

②一般労働者派遣事業研修会 

平成２７年８月１８日（火）、１９日（水）ホテル東日本盛岡３階「青雲の間」 ４５名参加 

平成２８年１月１３日（水）ホテルロイヤル盛岡３階「ロイヤルホール」 ３８名参加 

 

 

 

 

 



３ 就業に必要な知識及び技能を付与するための講習 

(１) 講習事業 

  県内の高齢化の状況、働く意欲のある高齢者の地域社会へのニーズ等を踏まえて、就業上必要な技 

能、知識を就業意欲のある高齢者に付与し、より広い就業分野での仕事の確保と機会の提供を行うた 

め、一般高齢者及び会員を対象に次のとおり実施した。 

 

①襖張り講習 遠野市 平成２７年１２月２１日（月） １８名参加 

②民芸品制作講習 滝沢市 平成２７年１２月２２日（火） ３３名参加 

③郷土料理・もち文化講習 一関市 平成２８年３月４日（金） １１８名参加 

 

第３ 事業推進のための活動 

１ 事業を推進するための諸活動、及びその他の社会参加活動を推進するための諸活動 

  高齢者の生きがいの充実と福祉の向上を図り、活力ある地域づくりに寄与するため、また、上記第 

 ２の事業及び社会参加活動を推進するための活動として以下のとおり実施した。 

 

（１）普及啓発 

  県内全域で、県民、事業所、官公庁への普及啓発、並びに高齢者に対するシルバー事業への理解 

 と加入促進及び意識啓発を目的とし、センターと共に、地域に密着した効果的かつ効率的な普及啓 

 発の活動として、次のとおり実施した。 

 

①事業概要のデータ作成 

当会ホームページ上で公開し、ダウンロード機能構築 

②パンフレットの作成 

内容修正し、当会ホームページ上で公開し、ダウンロード機能構築 

③拠点共催によるイベント開催 

平成２８年１月９日（土）釜石市 １６名参加 

平成２８年１月１１日（月）陸前高田市 ７４名参加 

④ＩＢＣまつりへの参加 

平成２７年９月１２日（土）、１３日（日） 

岩手産業文化センター アピオ特設会場 

・物販ブース参加 県内５ＳＣ他県９ＳＣ 

⑤ラジオ生放送への出演 ＩＢＣラジオ７回 １３ＳＣ１４名出演 

⑥フェイスブック「ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）」を活用し、各種情報を発 

信 

⑦カレンダー作成配布 

１，０００部作成し、発注者、拠点、関係機関に対して、配付 

 

 

 



（２）安全・適正就業の推進 

   県内全域で、高齢者が自らの健康維持と安全の確保を図りながら、利用者に損害を与えることな 

  く、提供された仕事を安全かつ適正に遂行できるよう、また、シルバー事業や関係法令等の理解を 

  得て、法令遵守により事業を発展・拡充するために、センターと共同で高齢者の安全意識の高揚と 

啓発を目指し、安全・適正就業の推進の活動として、次のとおり実施した。 

 

①安全・適正就業推進研修会の開催 

平成２７年８月２７日（木）ホテル東日本盛岡「鳳凰の間」 １１８名参加 

②安全・適正就業推進指導訪問活動 

 

（３）調査研究 

  県内全域で、高齢者や地域社会及び利用者含めた本事業への意識やニーズ等を把握し、地域に密 

 着した事業を発展・拡充するため、調査研究の活動として、次のとおり実施した。 

 

①ＷＥＢアンケートシステムの構築 

  

（４）就業分野の開拓・拡大 

   県内全域で、高齢者が働くことを通じて、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の組織体制作り、高齢者が自らの能力や希望に応じた就業機会の 

  提供を受けることができるように、また、高齢者に相応しい仕事を受注することで、会員の確保に 

  つなげるとともに、センターと共に、地域に密着した仕事の需給調整及び就業開拓・拡大の活動と 

  して、次の内容で実施した。 

 

①就業開拓提供に係る連絡調整 

②事務局長会議 

平成２８年２月２５日（木）ホテルロイヤル盛岡３階「ロイヤルホール」 

③自治体等要請訪問活動 

④未設置町村訪問活動 

洋野町を訪問し、２８年度中での設立、当会加入に向けて、準備を進めた。 

 

（５）相談・情報提供 

   シルバー事業の適正な実施のため、各種研修会議等に出席し、様々な情報収集を行いながら、セ 

  ンターが地域において、高齢者や地域社会及び利用者へ、雇用、就業等に係る相談及び情報提供を 

  実施するワンストップサービスセンターとなるための相談・情報提供の活動として、次の内容で実 

  施した。 

 

①理事長研修の開催 

平成２７年６月３０日（火）ホテル東日本盛岡 ２６名参加 

②経理研修会 

平成２７年１２月１５日（火）ホテルロイヤル盛岡３階「ロイヤルホール」４７名参加 



③全シ協・東北シ協等各種会議研修参加 

④指導相談活動 

⑤（公社）全国シルバー人材センター事業協会手引購入配付 

 

（６）社会参加活動の推進 

   県内全域で、高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るために、ボランティア活動等の多様な 

  働き方を通じ、自主的活動に対する意識や、共助の精神で共働するという意識を高めるための機 

  会を設け、社会参加活動の推進として、次の内容で実施した。 

 

①ＩＢＣまつりへの参加  

平成２７年９月１２日（土）、１３日（日） 

岩手産業文化センター アピオ特設会場 

ボランティア参加 １３ＳＣ １１２名参加 

②「２４時間テレビ 内丸大縁日」への参加 ８ＳＣ ５０名参加 

 

（７）シニアワークプログラム地域事業の実施 

   高齢者の技能開発を中心とした雇用支援を行い、高齢者の雇用就業機会の確保と地域社会におけ 

  る労働力需要に応えることにより、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事業として、一般高齢者を対象に次の内容で実施した。 

 

①事業主団体等に対する高年齢者活用の啓発 

１．公共職業安定所及び事業主団体を訪問し、事業運営円滑化の協力依頼を行った。 

    ２．活動拠点と連携し、事業主団体を訪問しながら、事業への協力依頼、求人開拓、課題の把

握、高年齢者雇用の啓発に努めた。 

    ３．一般社団法人全国労働保険事務組合連合会岩手支部の協力により、高年齢者活用のための

事業主説明会を次のとおり開催した。 

   ・宮古市、久慈市、北上市、盛岡市、奥州市 

②チラシを１，０００部作成し、受講者・求職者に配布した。また、雇用・就業情報の提供 

として求人情報一覧を配布した。 

③技能講習の実施 

○技能講習 

 ビル・ハウスクリーニング６講習（盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一関市、二戸市） 

 パソコンスキルアップ６講習（盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一関市、釜石市） 

 調理補助（高齢者）１講習（奥州市） 

 調理補助（郷土食）１講習（久慈市） 

 刈払機作業従事者安全衛生教育１講習（宮古市） 

    講習全体 全１５講習、受講開始者数２１３人 

④管理選考の開催 

    公共職業安定所の協力のもと、技能講習会終了後に１０回開催した。さらに、面接会に相談ブ

ース参加した。（盛岡市、釜石市、遠野市、大槌町、大船渡市、宮古市） 



    さらに、１９２名全員を対象に、未就職者・就業者への電話確認による雇用・就業状況の把握・

就職支援を毎月行った。 

 

（８）高齢者活躍人材育成事業 

   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、人材育成し、就業の実現を図るとともに、活力あ 

る地域社会づくりに寄与する事業として、一般高齢者及び会員を対象に次の内容で実施した。 

 

①企業ニーズ把握及び地域高齢者に対する高齢者活躍人材育成事業の周知・広報 

１．労働局及び事業主団体、拠点を訪問し、事業運営円滑化の協力依頼を行った。 

②受講説明会の開催 

 ３会場にて開催（一関市、奥州市、二戸市） 

③技能講習の実施 

○技能講習 

クリーンスタッフ１２講習（盛岡市、花巻市、宮古市、釜石市、一関市、大船渡市、二戸市、 

矢巾町、紫波町、滝沢市、八幡平市、大槌町） 

     介護補助・送迎講習８講習（一関市、奥州市、遠野市、二戸市、陸前高田市、矢巾町、一戸 

町、滝沢市） 

 観光案内２講習（遠野市、平泉町） 

 調理補助員１講習（奥州市） 

 育児サポート３講習（奥州市、陸前高田市、矢巾町） 

 接遇マナー講習９講習（盛岡市、奥州市、遠野市、陸前高田市、一戸町、金ケ崎町、大槌町、 

山田町、岩泉町） 

    講習全体 全３５講習、受講開始者数３７１人 

 

（９）主要活動経過報告 

   ①定時総会 

    日  時  平成２７年６月２９日（月）１３時３０分～ 

    場  所  ホテル東日本盛岡３階「青雲の間」 

    報告事項  平成２６年度事業報告の件 

          平成２７年度事業計画の件 

          平成２７年度収支予算の件 

          正会員の入会承認の件 

          正会員会費の徴収免除の件 

          東北シルバー人材センター連絡協議会役員の件 

    議  事  第１号議案  平成２６年度決算承認の件 

                 監査報告 

          第２号議案  定款の一部変更の件 

          第３号議案  理事及び監事の任期満了に伴う選任の件 

          第４号議案  総会運営規程の制定の件 



 

   ②臨時総会 

     日  時  平成２８年１月２６日（火）１３時３０分～ 

     場  所  ホテルニューカリーナ２階「アイリス」 

     報告事項  特定個人情報に関する基本方針の制定の件 

           特定個人情報事務取扱規程の制定の件 

           事業計画の変更の件 

           収支予算の修正の件 

     議  事  第１号議案  理事及び監事の選任の件 

           第２号議案  役員の報酬に関する規程の制定の件 

 

   ③理事会 

   第１回理事会 

    日  時  平成２７年４月１７日（金）１３時００分～ 

    場  所  住友生命盛岡ビル９階「会議室」 

    議  事  第１号議案  理事及び監事選考要綱の一部改正の件 

          第２号議案  理事及び監事候補者選考委員の選任の件 

          第３号議案  事務局長の退任及び選任の件 

 

   第２回理事会 

    日  時  平成２７年６月１２日（金）１３時３０分～ 

    場  所  住友生命盛岡ビル９階「会議室」 

    報告事項  代表理事・業務執行理事の職務の執行状況の報告の件 

          東北シルバー人材センター連絡協議会役員の件 

    議  事  第１号議案  平成２６年度事業報告の件 

          第２号議案  平成２６年度決算承認の件 

                 監査報告 

          第３号議案  正会員の入会承認の件 

          第４号議案  定款の一部変更の件 

          第５号議案  従たる事務所の所在地の移転及び新設に伴う変更登記の件 

          第６号議案  理事及び監事の任期満了に伴う選任の件 

          第７号議案  正会員会費の徴収免除の件 

          第８号議案  平成２７年度定時総会の招集の決定の件 

          第９号議案  会計関係書類の処分の件 

 

   第３回理事会 

    日  時  平成２７年６月２９日（月）１３時３０分～ 

    場  所  ホテル東日本盛岡４階「椿の間」 

    議  事  第１号議案  行政庁に提出する事業報告等に係る定期提出書類の件 

 



   第４回理事会 

    日  時  平成２７年６月２９日（月）１５時４０分～ 

    場  所  ホテル東日本盛岡４階「椿の間」 

    議  事  第１号議案  会長、副会長及び常務理事の選定の件 

          第２号議案  部会、委員会の担当の件 

 

   第５回理事会 

    日  時  平成２７年１１月１６日（月）１３時３０分～ 

    場  所  住友生命盛岡ビル９階「会議室」 

報告事項  代表理事・業務執行理事の職務の執行状況の報告の件 

      平成２７年度事業の進捗状況及び今後の見通しの件 

 

   第６回理事会 

    日  時  平成２７年１１月３０日（月）１３時３０分～ 

    場  所  住友生命盛岡ビル９階「会議室」 

議  事  第１号議案  常務理事及び理事の辞任の件 

      第２号議案  常務理事の選定の件 

      第３号議案  事務局長の辞任の件 

      第４号議案  事務局長職務執行者の選定の件 

 

   第７回理事会 

    日  時  平成２８年１月１２日（火）１３時３０分～ 

    場  所  住友生命盛岡ビル９階「会議室」 

議  事  第１号議案  理事及び監事の選任の件 

      第２号議案  役員の報酬に関する規程の制定の件 

      第３号議案  特定個人情報に関する基本方針の制定の件 

      第４号議案  特定個人情報事務取扱規程の制定の件 

      第５号議案  事業計画の変更の件 

      第６号議案  収支予算の修正の件 

      第７号議案  臨時総会の招集の決定の件 

 

   第８回理事会 

    日  時  平成２８年１月２６日（火）１５時３０分～ 

    場  所  ホテルニューカリーナ５階「桜」 

    議  事  第１号議案  常務理事の辞任の件 

          第２号議案  常務理事の選定の件 

          第３号議案  事務局長の選任の件 

          第４号議案  事務局長職務執行者の解任の件 

 

 



   第９回理事会 

    日  時  平成２８年３月２４日（木）９時３０分～ 

    場  所  住友生命盛岡ビル９階「会議室」 

    議  事  第１号議案  平成２８年度事業計画（案）の件 

          第２号議案  平成２８年度収支予算（案）の件 

 

④監査会 

    平成２７年５月２２日（金）住友生命盛岡ビル９階「会議室」 

 

⑤部会 

法人部会 

平成２８年３月２３日（水）住友生命盛岡ビル９階「会議室」 

事業部会 

平成２８年３月２３日（木）住友生命盛岡ビル９階「会議室」 

 

   ⑥拠点役員研修 

平成２７年１２月７日（月）、８日（火）ホテル東日本盛岡 １４２名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

有料職業紹介事業実績 

○活動状況 

項 目 

 

取扱 

業務等の区分 

①求    人 ②求    職 ③就    職 

有効求

人数 

求人数 
有効求

職者数 

新規求職

申込件数 

常用就職

件数 

臨時就職

延数 

日雇就職

延数 常用求

人数 

臨時求人

延数 

日雇求人

延数 

飲食物調理の職業 0人 1人 0人日 0人日 0人 1件 1件 0人日 0人日 
居住施設・ビル等の管理の

職業 11人 11人 100人日 0人日 0人 12件 3件 14人日 0人日 

清掃の職業 54人 0人 622人日 520人日 0人 59件 2件 139人日 184人日 

定置・建設機械運転の職業 0人 0人 0人日 26人日 0人 20件 0件 0人日 26人日 

自動車運転の職業 0人 9人 0人日 0人日 0人 9件 9件 0人日 0人日 

一般事務の職業 4人 1人 198人日 0人日 0人 5件 1件 69人日 0人日 
他に分類されない運搬、 

清掃、包装等の職業 4人 0人 0人日 72人日 0人 4件 0件 0人日 20人日 

その他のサービスの職業 1人 0人 0人日 10人日 0人 3件 0件 0人日 2人日 

計 74人 22人 920人日 628人日 0人 113件 16件 222人日 232人日 

○収入状況 

項 目 
 

取扱 

業務等の区分 

求人者（上限制）手数料 

（職業安定法第 32条の 3第 1項第

1号の規定による手数料） 
求人受付手数料 

（別表第２） 

求人者（届出制）手数料 

（職業安定法第 32条の 3第 1項第

2号の規定による手数料） 求職受付手数料 

常用 臨時 日雇 常用 臨時 日雇 

販売類似の職業 19千円 0千円  0 千円  0件  0千円 千円 千円   千円  0件 0千円 

介護サービスの職業 14千円 0千円  0 千円  0件  0千円 千円 千円   千円  0件 0千円 

飲食物調理の職業 27千円 0千円  0 千円  1件  0千円 千円 千円   千円  0件 0千円 
居住施設・ビル等の管理の

職業 150千円 8千円  0 千円  5件  2千円 千円 千円   千円  0件 0千円 

清掃の職業 38千円 95千円 101 千円  9件  5千円 千円 千円   千円  0件 0千円 

定置・建設機械運転の職業 0千円 0千円  20 千円 20件  14千円 千円 千円   千円  0件 0千円 

自動車運転の職業 526千円 0千円  0 千円  2件  1千円 千円 千円   千円  0件 0千円 

一般事務の職業 23千円 40千円  0 千円  3件  2千円 千円 千円   千円  0件 0千円 
他に分類されない運搬、 

清掃、包装等の職業 0千円 0千円  22 千円  2件  1千円 千円 千円   千円  0件 0千円 

その他のサービスの職業 0千円 0千円  1 千円  1件  1千円 千円 千円   千円  0件 0千円 

計 797千円 143千円 144 千円 43件  26千円 千円 千円   千円  0件 0千円 

 

項 目 
 

取扱 

業務等の区分 

求職者手数料 

（職業安定法第 32条の 3第 2項の規定による手数料） 

常用 臨時 日雇 

芸 能 家  0件 0千円  0件  0千円  0件  0千円 

モ デ ル  0件 0千円  0件  0千円  0件  0千円 

科学技術者  0件 0千円  0件  0千円  0件  0千円 

経営管理者  0件 0千円  0件  0千円  0件  0千円 

熟練技能者  0件 0千円  0件  0千円  0件  0千円 

計  0件 0千円  0件  0千円  0件  0千円 

 

○職業紹介の業務に従事する者の数 

59 人 

 

 

 



 

別表２ 

一般労働者派遣事業実績 

届出拠点数 ２５拠点 

実施拠点数 １６拠点 

登録会員数 ９２７人 

契 約 件 数 ４９８件（公共９３件、民間４０５件） 

契 約 金 額 

合 計 １５１，２２５，５８１円 

公 共 ２４，４５８，６７７円 

民 間 １２６，７６６，９０４円 

 

 


