公益社 団法人 高 山市 シル バ ー 人材 セ ン ター

令和元年度事業計画

I

基本方針

我が国の人口は平成 20年 頃に ピー クを迎え、以降減少を続けてお り、平成 31
年 2月 1日 現在、1億 2,633万 人 で、前年同月比で 27万 人の減少 となっている。
一方で、65歳 以上の高齢者人 口は、日
召和 25年 には総人 国の 5%に 満たなか つ
たが、
その後高齢化率は上昇を続 :す 、平成 31年 2月 1日 現在 28.2%と な り2,040
年には 35.3%に なるもの と推計 されてい る。
これは国全体 に本格的な人 口減少 と少子 高齢化社会 が到来 したことを示 して
お り、今後 の国や地域 の あ り方について真挨1に 考えなければな らない時代にな
つている。
雇用情勢 を見 ると、平成 30年 の年間平均有効求人倍率は、全国が 1.61倍 、
岐阜県が 2.0倍 で、高山市は、1.5倍 となつてお り、これを高山市の職種別 に見
ると介護 3.07倍 、接客 4,33倍 、自動車運転 5。 94倍 と高 く、 これ らの事業主に
とつて￨ま 厳 しい人手不足 となってお り、 このことは深刻な社会 FH5題 となって い
る。
このために全 国的に、 この若年労働者 の人手不足を高齢者 の労働力で補 うこ
とが強 く求められ るよ うになってお り、高齢者に多様な就業機会を提供す る こ
とを使命 とするシルバ ー人材セ ンター事業へ の、地域社会の期待 は大きな もの
になってい る。
そのため、事業所等 へ人材を紹介する派遣事業につい ては、高齢者雇用安定
法が改正 され、岐阜県知事 の指定 された業種に限 りこれまでの週 20時 間か ら 40
時FE5ま での就業 が可能 とな り、高山市 シルバー 人材 センター にお いて も、 この
適用を受けるこ とがで きるよ う高山市 と連携 して、知事 の指定 について手続 き
を進 めてい くこととしている。
2019年 度は、従来 の業務である請負 薇委任 のほか、派遣事業をさらに推進 し、
人手不足分野 での労働力確保 に質献できるよ う役職員 が一九 となつて取 り組む。
また、セ ンターが地域におい て積極的に事業運営 を行 うためには 「会員 の拡
大jが 最重要課題であ る。その会員数は、市町村合併時を ピー クに連続 して減
少 してきたが、平成 30年 度 は前年比 でよ うや く増加 となつた。
平成 30年 度 に策定 された第二次全国会員 100万 人計画を基神:キ し、高山市 を略
じめハロー ワー ク等 の 関係機関 とさらに連携 をとりながら積極的 に会員確保 に
取 り組む。

Ⅱ 令和元年度 の事業 目標
センター をめ ぐる現況を踏まえ、 2019年 度 の事業 国標を次の よ うに設
定 します。

1.会 員数
2.契 約金額
3.就 業率
4.契 約金額

:

830人

(請 負)

2億 3千 万 円

(派 遣)

4千 万 円

95%

II 事業計画

1.会 員 の拡大
従来の業務である請負・委任 のほか、派遣事業をさらに推進するために
￨ま 「会員 の拡大」が重要課題 となる。
引き続 きハロー ワー ク主催による地域巡回相談、就職面接会 に参加 し新
たな会員 の獲得に努める。また、今年度 よリハ ロー ワークで行われる雇用
保険受‐
給者説明 日に合わせ 、月一 回 シルバ ー人材 セ ンター就業相談 コーナ
ー を置き、高齢者を対象 とした就業相談―
を行 い新規会員加入 の促進に努め
る。

2.就 業機会 の開拓提供
高齢者 の就業 ニー ズの変化や多様化 に伴 う発注者flllの 需要状況を把握す
るために、事業所及び商工会議所等を訪問 し新 たな就業機会 の確保 に努 め、
高齢者 の安全で適正な就業を会員に提供す る。

3,安 全就業の推進
セ ンター事業では安全就業が最優先であ り、安全対策 の取 り組み と実践 が
重要である。会員 が安心 して就業できるよ う、安全意識に対する意識の普及
の徹底、事故防止を目的 とする安全パ トロールの実施、さらに安全講習会を
開催 し、安全就業を推進す る。

4.適 正1就 業等 の推進
これ まで、セ ンターの受託事業が多様化す る中で請負事業 と派遣事業の
区別を点検 し整備 してきた。引き続 き受注に当た っては、国が示 してい る
適正就業ガイ ドラインに沿 つた適正就業 の改善 に取 り組み、発注者に対 し
て も趣 旨を十分に説明 し理解 を得 て、法令を遵守 した適正な事業 の推進を
図る.
5.自 主事業 の推進
自主事業 は、会員 の創意 と工夫 によって企画 し、自らが実施することに
より、会員 の就業機会の拡大・ 確保 につ ながる。
.
いの
高齢者に相応 しい仕事 で、かつ社会 に貢献 し、生きが
充実や喜びに
つ ながるよ うな事業を推進する こ とにより、新たな会員の就業機会 をell出
確保 に努める。

'

(1)お さらい教室

小学生を対象に復習等 の学習を教員 OBの 会員により実施 してい る。
学習指導 、生活指導を保護者 との連携 により実施する。 また、引き続き指
導者 の確保など事業運営の強化を図る。

(2)お もてな し案 内人事業
お もてな しの心 をもつて さまざまな観光客 のニーズ に応 えられるよ う
勉強会等によ リガイ ドの資質 の向上を図る。また、新人 ガイ ド講習会を開
催 し、新会員後継者 の育成を図る。
また、通訳案内士法が改正 されたので、新 たに外国人観光客を積極的に
受 け入れ 、英語での案 内業務 を行 う。
6。

指定管理施設の運営事業
今年度か らの 5年 FEl、 指定管理者 として高山市 より弓￨き 続き指定を受
￨￨、
けたため、老人い こいの家 (丹 生り
国府 )及 び国府町木曽垣 内地区体
育施設 について、指定管理者 として管理運営を行 う。
今後 も地域 の利用者が安全・ 快適 に利用 できるようそ の運営に努める。

7.

労働者派遣事業 (シ ルバー派遣事業)
講負・委任業務 では受注できない業務 (発 注者 の指揮命令下での作業、
従業員 との混在作業等)に 対応 し、若年労働者 の人手不足を補 うため岐
阜県 シルバー 人材 セ ンター連合会 (以 下 「連合会」 とい う)の シルバー
派遣事業の高山市事1務 所 として会社等へ の派遣事業を行 ってい る。
今後 も会社等への PRを 行 い理解 と協力を得 るように努め、派遣業務
の拡大を推進す る。
また、既存 の会員 ではマ ッチ ング出来ない とき￨ま 、ハ ロー ワークに求
人をするなど、新たな会員獲得を図 りなが ら、マ ッチ ングに努 める。

8.

職業紹介事業
セ ンター会員及び会員以外 の高齢者を含 めた高年齢者 の職業紹介をする
ために、連合会の有料職業紹介事業の高山市事務所を開設 してい る。引き
続 き高齢者の臨時的かつ短 期的な仕事又 :ま そ の他軽易な業務 に係 る雇用
による仕事の求入者 の受付 け及び求職者 へ の職業紹介を行 う。

9.

高齢者活用 さ現役世代雇用サポー ト事業
「高齢者活用 。現役世代雇用サ ポー ト事業」 の補助拡大により、地域 の
労働力不足分野 壼現役世代を支 える分野へ の派遣就業 の拡大を図る。
今後 も、ハ ロー ワー ク等 との連携 により必 要 となる人材確保・ 育成を し、
企業等 の労働力不足へ の対応 と就業機会 の拡大を推進する.
̲

10.普 及啓発事業
シルバー事業を広 く市民等に理解 してもらうため、市広報誌 への掲載、
ホームペー ジによる情報発信等 により、事業 の意義 と基本的な理念及び仕
組み等を市民に属知 し、高齢者 の入会促進や受注開拓に結 びつ くよう広報
活動を行 う。 1

11.ボ ランテ ィア活動
ンテ
地域 の一員 として地域社会に貢献するため、「で きる範囲で」のボラー
ィア活動 の促進を図る。また、互助会 の協力 の もとで地域 での活動拡
大を図る。

12.セ ンターの健全経営について
セ ンターの運営は関係法令を遵守 し、公益性の高い事業展開 と財政面で
の健全 隆を保 ちながら、地域社会 か ら信頼 される公益社団法人 として 「自
主、 自立、共働、共助」の基本理念 の も と地域社会 づ くりに貢献す ること
を 目指す。
また、組織 ,財 政面で1運 営の適正化を図 り、事務局機能 の効率化など、
限 られた財源を有効に活用できるよ う、経営 の健全化に努 める。

