
 

 

平成 28年度事業報告 

 

公益社団法人 愛媛県シルバー人材センター連合会 

 

1. 概要 

  平成 28 年度の国内経済については、積極的な経済政策と金融政策が打ち出さ

れ、緩やかな回復基調で推移した。東芝など景気に悪影響を与える要因があるも

のの、今後も堅調に推移すると予想される 

また、愛媛県内の雇用状況は好転しており、有効求人倍率は、平成 28 年度中

1.4倍を超えて推移し、統計開始以降、最高水準を維持した。長らく 1倍未満で

あった南予地域においても 1.3 倍を超えており、人手不足は深刻となっている。

パートタイム求人も高水準で推移しており、シルバー派遣事業の進展にも繋がっ

ている。 

  愛媛県内の人口構成は、65 歳以上の高齢者の割合が 29.7％まで上昇して、全

国第 8位の高齢化率となっている。急速な人口減少が進んでいるため、生産年齢

人口の減少が現実化して人手不足となっている。 

  こうした環境の下、シルバー人材センター事業は、高齢社会対策において不可

欠な事業として、その役割は益々重要となっており、連合会は各シルバー人材セ

ンターと連携して、以下の通り高齢者のための総合的な雇用就業対策を実施した。 

 

2. 会員および国庫補助金・委託金等の状況 

 （1）会員の状況 

   ① 正会員 

     国庫補助団体 9センターと小規模センター8センターを合わせて、平成

28年度末における正会員は 17団体である。 

   ② 賛助会員 

     国庫補助対象団体を有する市が 9団体、その他の市町が 8 団体である。 

    企業賛助会員は 20 団体である。内訳は、金融機関が 2 団体、一般企業が

17団体である。賛助会員は合計 37団体である。 

 （2）国庫補助金              126,253千円 

(内国庫補助団体分           117,402千円) 

（3）県費補助金                    8,851千円 

（4）受託事業 

①  高齢者活躍人材育成事業受託収入    24,860千円 

 

 



 

 

3. 今年度事業の実施内容 

 （1）高齢者に対する雇用によらない就業の機会の確保・提供事業 

   ① 就業機会の確保・提供事業 

各センターにおいて、企業、家庭及び地方公共団体等から、臨時的かつ 

短期的な就業又はその他の軽易な仕事を請け負い、就業を希望する会員に

組織的に提供した。 

 

○請負・委任事業の実績 

区 分 
受注件数（件） 契約金額（百万円） 就業延人員（人日） 

 増減  増減  増減 

28年度 52,475 335 3,192 △166 677,395 △29,305 

27年度 52,142 △351 3,358 △254 706,700 △53,726 

 

○センター会員数 

区 分 
会 員 数（人）   

 増 減 前年度比（%） 

28年度 7,435 △84 98.9 

27年度 7,519 △376 95.2 

 

②  センター設置促進事業 

    未設置市町は、上島町、鬼北町、松野町であり、3町の役場、社会福祉協 

議会と設置について協議を行ったが具体的な進展はみられなかった。今後も

引き続き取り組んでいく。 

 

  （2）雇用による就業を希望する高齢者に対する有料職業紹介事業および労働者

派遣事業 

      ①  有料職業紹介事業 

      イ 公共職業安定所および各シルバー人材センターと連携して有料職業紹介

事業を推進した。 

 

      ○有料職業紹介事業の実績 

 求 人 求職申込件数 

（件） 

就 職 

常用求人数(人) 臨時日雇求人延数 常用就職(件) 臨時日雇就職延数 

28年度 4人 491人日 19件 1件 491人日 

27年度 1人 0人日 15件 1件 0人日 

 



 

 

② 労働者派遣事業 

     地域社会の多様なニーズに、より機動的に対応するため、松山市シル 

バー人材センター実施事務所・新居浜市シルバー人材センター実施事務

所・四国中央市シルバー人材センター実施事務所・西条市シルバー人材セ

ンター実施事務所・西予市シルバー人材センター実施事務所・今治市シル

バー人材センター実施事務所・宇和島市シルバー人材センター実施事務所

において労働者派遣事業を推進した。以上 7 センターでの事業実施体制と

なった。 

 

○シルバー派遣事業の実績 

区 分 
登録会員数（人） 受注件数（件） 契約金額（千円） 

 増減  増減  増減 

28年度 1,498 161 658  184 479,028  150,015 

27年度 1,337  362 474  225 329,013  166,858 

 

  （3）高齢者に対し、就業に必要な知識および技能を付与する講習事業 

    ① 高齢者活躍人材育成事業 

     ア 事業の目的 

       愛媛労働局からの委託事業として、60歳以上の高年齢者に、シル

バー人材センターにおける人手不足分野・現役世代を支える分野の請

負、派遣、職業紹介の仕事に就業するのに必要な技能を付与する技能

講習を実施した。 

     イ 啓発事業 

       高齢者が臨時的かつ短期的な就業及び軽易な業務に係るシルバー

派遣就業するために必要な技能を付与する技能講習であることの理

解を求めるとともに、高齢者活躍人材育成事業への参加を促進するた

めに下記の活動を行った。 

       ○ポスター、リーフレット等による事業周知活動 

       ○新聞のチラシ折り込みによる事業周知・受講者募集活動 

       ○シルバー人材センター会員への受講募集活動 

     ウ 技能講習の実施 

       人手不足分野・現役世代を支える分野でシルバー人材センターにお 

いて就業するための技能講習会を実施した。 

技能講習会 15開催  

           （松山市 5・今治市 2・新居浜市 2・西条市 2・四国中央市 2・宇

和島市 1・西予市 1） 

         受講修了者 357名  



 

 

 

          マンション・施設管理員養成講習会    （１開催） 

                   調理補助スタッフ養成講習会       （２開催） 

                   子育てサポーター養成講習会       （１開催） 

送迎業務員養成講習会          （１開催） 

介護等送迎業務員養成講習会       （４開催） 

介護職員初任者研修                 （２開催） 

刈払機取扱・植木剪定講習会       （３開催） 

配送業務員養成講習会          （１開催） 

 

② 技能開発講習会事業 

     高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務 

に係る就業に必要な知識および技能の付与を目的とした講習を実施す 

るため下記の活動を行った。 

     ア 安全就業、会員の技術向上を図るため、各センターにおいて、植 

木剪定、除草作業、交通安全等の講習会を開催した。 

     イ 講習会受講修了者を対象として、事業主団体等の事業所において、 

フォロ－アップ講習を実施した。 

 

（4）就業を通じて高齢者の生きがいの充実および社会参加の推進を図る事業 

    ① 社会参加活動事業 

      ボランティア活動を希望する高齢者を対象に、社会活動の一環として、 

公共施設の清掃・除草・剪定等を実施した。 

② 相談・情報提供事業 

      各シルバー人材センターにおいて、働く意欲のある高齢者のために、 

就業能力開発、ボランティア活動等に係る相談、情報提供を行った。 

 

 （5）高齢者の多様な就業機会の確保および地域社会、企業等における高齢者の 

能力の活用を図るための事業 

    ① 就業開拓事業 

       各シルバー人材センターの就業開拓担当者、会員、事務局職員等が地 

域の家庭・事業所・地方公共団体等を訪問し、就業開拓に取り組んだ。 

② 調査研究事業 

各シルバー人材センターの活動実績を集計・分析し、就業機会の開拓 

等の検討を行った。 

③ シルバー人材センター促進事業 

      全国シルバー人材センター事業協会、四国管内シルバー人材センター 



 

 

連合会の会議等により得た情報を各センターに提供し、事業支援を行っ 

た。 

    ④ 安全・適正就業推進事業 

     ア 安全・適正就業対策推進協議会において、「平成 28年度安全・適正 

就業対策推進実施計画」を策定し、対策を実施した。 

     イ 平成 28 年 7 月～9 月に、安全就業推進委員、各センター職員と同

行し作業現場の安全パトロールを実施した。 

ウ 平成 28年度「安全就業推進大会」を平成 29年 2月 21日に 95名 

の参加者のもと松山市において開催し、「安全就業スローガン」の 

表彰を行った。 

（最優秀スローガンは「慣れるほど 忘れてしまうその危険 基本に

返って安全就業」、スローガンをのぼりにして作製し各活動拠点に配

布した。） 

     エ 定時総会において安全就業優良センター等表彰を行った。 

     ⑤ 普及啓発事業 

     ア 「シルバーの日～えひめ～」を 10 月に設け、各拠点それぞれ役職

員および会員による街頭セールス、ボランティア活動およびフェス

ティバルを実施した。 

     イ 普及啓発用「ポロシャツ」を作製、配布した。 

     ウ 連合機関誌「シルバーえひめ」を作製、配布した。（1回） 

  

⑥  地域就業機会創出・拡大事業 

   松山市シルバー人材センター・新居浜市シルバー人材センターにお

いて、地域社会・経済の維持・発展等につながる新たな就業機会を創

出するため、地方公共団体および商工団体等と連携して次の事業を実

施した。 

        

     ア 松山市シルバー人材センター 

      Ａ 空き家等巡回管理サービス連携事業 

       Ｂ 女子力集結!!ネット活用新規おしごとメイクプラン（make plan） 

     イ 新居浜市シルバー人材センター 

      Ａ 耕作放棄地再生事業 

 

    ⑦ 助成金等を利用した事業 

      実績なし 

 

以 上    


