
 令和元年度事業報告 

 

 

１．概 況 

令和元年度は、県内のシルバー人材センター（以下「センター」という。）においては積

極的な事業活動により、請負・委任事業及び派遣事業の会員拡大と就業拡大を図ることがで

きた。 

取り組んだ内容としては、従来からの就業開拓、安全・適正就業、シルバー派遣事業、職

業紹介事業に加えて、公益社団法人としての法令遵守による事業運営を行い、公益社団法人

全国シルバー人材センター事業協会（以下「全シ協」という。）及び国・地方公共団体と連

携し、事業の展開、拡充に努めた。特に、シルバー派遣事業については、新規派遣先の積極

的な開拓により事業の拡大に努めた。 

また、既存の事業に加えてセンターでの「高齢者活用・現役世代雇用サポート事業」及び

連合会の「高齢者活躍人材確保育成事業」の実施により就業機会の拡大、会員の拡大を図っ

た。 

さらに、熊本県からの委託を受けて「介護入門的研修推進事業」を実施し、介護アシスタ

ント等の介護の担い手となる人材の養成を行った。 

１１月には「シルバーフェスタ熊本２０１９」を開催し、広く県民にシルバー人材センタ

ー事業（以下「シルバー事業」という。）をＰＲすることができた。 

 

２．事業実績 

《令和元年度シルバー事業実績表》                   

項  目 令和元年度   平成３０年度 対前年度比（％） 

 

会員数（人） 

男性 ６，７６９     ６，６６０ １０１．６ 

女性      ３，２９５      ３，２０４ １０２．８ 

合計     １０，０６４      ９，８６４ １０２．０ 

就業延人員（人日）    ９３４，４７８     ９５４，０５４ ９７．９ 

受注件数（件）     ７５，１８７     ７７，３３２     ９７．２ 

 

契約金額（千円）  

請負 ３，９８８，９４８  ４，０４０，７９９ ９８．７ 

派遣  ５６５，２１２    ５０４，９５３ １１１．９ 

合計 ４，５５４，１６０  ４，５４５，７５２ １００．２ 

 

 高齢者の豊かな経験と能力を活かした臨時的・短期的又は軽易な業務に係る就業を希望する 

高齢者に対して、シルバー事業の果たす役割は一層重要になっていることから、事業の健全な 

発展・拡充を図るため次の事業を実施した。 

  

（１） 普及啓発 

① 連合会「会報誌」の発行 

「シルバー連合会くまもと」第３３号   令和２年１月発行 １０，８９０部 

② 「普及啓発活動記録集」の発行      令和元年１２月発行 ５０部 

③ シルバー事業普及啓発促進月間として１０月の第３土曜日の１９日を「シルバーの日」 



 

と定め、ボランティア活動や普及啓発活動及びテレビ・新聞等報道機関へＰＲ活動を実施 

した。 

・普及啓発促進月間（１０月）のボランティア活動参加者延数２，０３８人 

また、シルバーフェスタ熊本２０１９を開催し、広く県民、メディアに対してシルバー 

事業の周知・啓発活動を実施した。 

④ テレビ・ラジオ・新聞等報道機関に対して積極的にシルバー事業の情報提供を実施した。 

⑤ 全シ協「シルバーしごとネット」の活用促進を図った。 

⑥ 全シ協の機関誌「月刊シルバー人材センター」を購入し、配布対象センター及び地方自 

治体等に送付した。 

⑦ 各センターと連携し、新聞及び行政機関、各種団体等の広報誌にシルバー事業、高齢者

活躍人材確保育成事業を掲載した。 

 

（２） 安全・適正就業対策 

  ① 安全・適正就業パトロールを実施要領に基づき計画的に実施した。 

 

実施月 実施センター 実施月 実施センター 

５月 
（公社）菊池市ＳＣ・苓北町ＳＣ 

１０月 
南小国町ＳＣ 

（公社）宇土市ＳＣ （公社）水俣・津奈木ＳＣ 

６月 
和水町ＳＣ 

１１月 
五木村ＳＣ 

（公社）大津町ＳＣ 小国町ＳＣ 

７月 
球磨村ＳＣ・嘉島町ＳＣ 

１２月 
相良村ＳＣ 

（一社）御船町ＳＣ （公社）荒尾市ＳＣ 

８月 
多良木町ＳＣ 

 １月 
甲佐町ＳＣ   

 （公社）菊陽町ＳＣ   

９月  
（公社）熊本市ＳＣ・山江村ＳＣ 

 ２月 
（公社）合志市ＳＣ   

（公社）上天草市ＳＣ・美里町ＳＣ 南関町ＳＣ   

 

令和元年度は、定期の２１センターと３０年度重篤事故発生の２センターを含む２３セ 

   ンターの安全パトロールを計画し、２３センターの安全パトロールを実施した。 

令和元年度の傷害事故については、３０年度６８件、元年度７８件と１０件の増加で推

移した。また、２９年度発生した重篤事故が３０年度、元年度も発生し３年連続となった。 

  賠償事故は、３０年度８２件、元年度８２件と同期比で横ばいであった。 

元年度の草刈り作業での飛び石事故は、５７件発生しており全体の７０％を占めている。 

全センターに安全就業の注意喚起を行ってきたが、事故発生の歯止めに繋がっていない。 

他の傷害事故発生内容を見てみても一歩間違えば重篤事故に繋がるような事故も発生し 

   ており、各センターにおいても安全パトロールの強化と安全就業の推進を徹底する必要が 

     ある。 

② 全シ協が発行する｢安全就業ニュース｣を各センターに配布し、安全就業の意識改革に努 

めた。また、傷害・賠償事故の発生状況資料を作成し、各センターに配布し安全委員会、 

研修会等での活用をお願いした。 

③ 安全・適正就業意識の啓発と高揚に努めた。   

ア 安全・適正就業推進強化月間（７月）の前月を準備期間と設定し安全・適正就業啓発

の作品募集を行い「令和元年度安全大会」において表彰した。 

(２２センターより１１３名の会員・職員から３５０点の応募をいただいた。) 

 

 



 

イ 熊本県シルバー人材センター連合｢令和元年度安全大会｣を開催した。 

     令和元年７月１２日（金） 熊本市植木文化センター 参加者１６１名  

     ・「安全就業優良センター」の表彰 

      (公社)人吉市シルバー人材センター （公社）上天草市シルバー人材センター 

          錦町シルバー人材センター      水上村シルバー人材センター 

     ・安全・適正就業強化月間に於いて、安全標語応募作品の表彰  受賞者８名 

     ・記念講演  演題 「安全帯から墜落制止用器具への改正について」 

             講師 藤井電工株式会社 福岡営業所 

所長  宮元  渡 様 

・安全事例発表 「安全・適正就業への取り組みについて」 

         (公社)人吉市シルバー人材センター 安全管理運営委員長 上村  休 様   

               錦町シルバー人材センター 事務局長       川嶋 清勝 様 

ウ ｢令和元年度安全・適正就業推進事業計画書｣を各センターより収集し、一覧表に取り

まとめて全センターに配布した。 

エ 平成３０年度各センターの事故発生状況を取りまとめ｢シルバー人材センターにおけ

る事故発生状況報告書｣を作成し、全センターへ配布して安全の意識改革に努めた。 

 

④ 安全・適正就業推進のための講習会、研修会等を実施した。 

ア 県内を５ブロック（県央地区、県南地区、県北地区、天草地区、人吉・球磨地区）に

分け、各センターの事務局及び安全・適正就業推進員、安全委員等を対象に安全就業推

進員研修会を開催し、安全就業と事故再発防止の徹底について呼びかけた。 

 （参加者１５４名） 

イ 各センターが実施している総会・安全大会・シルバーの日に合わせ講話の依頼があっ

たセンターに連合会から出席し、安全・適正就業について会員を対象に講演し、安全就

業と事故再発防止について呼びかけた。（実施センター数７センター、参加者４４１名） 

  

（３） 指導・相談 

国・地方公共団体及び全シ協と緊密な連携のもと、センターの各種規程や組織体制、事

業運営、会計経理について指導・相談を実施した。 

①  センターへの巡回指導・相談 

・巡回指導相談日に、役員及び市町村の担当者等にも出席を要請し、シルバー事業の理念

等の理解を図り、地方公共団体の協力体制を確保した。 

・連合会の巡回指導は、連合会加入センターを対象に実施した。 

・全シ協の指導担当者（連合会事務局長）による国庫補助対象センターを対象とした個別

指導を実施し、全シ協へ指導結果報告を行った。主な指導項目は、会員拡大、安全・適

正就業についてであった。 

 令和元年度 巡回指導実施センター 

実施月 実施センター 実施月 実施センター 

７月 
（公社）八代市ＳＣ 

（公社）人吉市ＳＣ 
１１月 

球磨村ＳＣ 

山江村ＳＣ 

８月 
小国町ＳＣ 

産山村ＳＣ 
１２月 

（公社）合志市ＳＣ 

益城町ＳＣ 

９月 
五木村ＳＣ 

相良村ＳＣ 
１月 

湯前町ＳＣ 

多良木町ＳＣ 

１０月 
（一社）御船町ＳＣ 

嘉島町ＳＣ 
２月 

（公社）天草市ＳＣ 

南関町ＳＣ 

 



 

 熊本県による公益社団法人に対する立入検査の立会 

 

・実施場所及び実施日     

(公社)天草市シルバー人材センター    (令和元年１０月８日) 

(公社)菊池市シルバー人材センター    (令和元年１０月１７日) 

(公社)玉名市シルバー人材センター    (令和元年１０月２３日) 

(公社)人吉市シルバー人材センター    (令和元年１０月２８日) 

 (公社)水俣・津奈木シルバー人材センター (令和元年１０月２９日) 

 

（４） 会員拡大・就業機会の拡大の推進 

① 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の推進 

サービス業等の人手不足分野や育児・介護等の現役世代を支える分野に就業する高齢者

の就業機会を拡大するため、高齢者活用・現役世代サポート事業を実施するセンターの指

導・支援を行った。 

② 地域就業機会創出・拡大事業の推進 

   会員の多様な能力を活かした魅力あるシルバー事業を推進するため、地方公共団体や商 

  工団体等の関係機関と連携して地域就業機会創出・拡大事業を実施するセンターの支援を 

行った。 

 

開始年度 センター名 事 業 名 

平成２９年度  

（３年目） 

（公社）熊本市ＳＣ 
ＣＴＢ（チップ・堆肥・バイオマス）

事業 

（公社）山鹿市ＳＣ 
空き家・空き地管理 

セーフティーサービス事業 

平成３０年度  

（２年目） 
（公社）玉名市ＳＣ  ふるさと思い事業 

 

③ シルバー派遣事業の推進 

ア  令和元年度の派遣事業は、連合本部中心型へ移行後順調に実績を拡大しており、国 

庫補助対象１６センターとともに協力し、更なるシルバー派遣事業の発展に努めた。 

連合会においては派遣会員の就業の場を確保するため、広域受注が可能な就業開拓 

及び安全・適正就業の推進を行った。 

また、関係書類の整備や派遣先の職場環境を確認するための巡回指導を実施した。 

 

令和元年度 派遣事業巡回指導実施センター 

実施月 実施センター 実施月 実施センター 

６月 
（公社）荒尾市ＳＣ 

（公社）人吉市ＳＣ 
１０月 

（公社）天草市ＳＣ 

（公社）宇城市ＳＣ 

７月 （公社）大津町ＳＣ １１月    （公社）玉名市ＳＣ 

８月 
（公社）山鹿市ＳＣ 

（公社）菊池市ＳＣ 
１２月    （公社）長洲町ＳＣ 

９月 
（公社）上天草市ＳＣ 

（公社）宇土市ＳＣ 
 ２月 

 （公社）菊陽町ＳＣ 

（公社）合志市ＳＣ 

 

 

 



 

   イ 《令和元年度派遣事業実績表》              

項  目 令和元年度   平成３０年度 対前年度比（％） 

受注件数（件）       ６６３    ６６５    ９９．７ 

就業延人員（人日）  １０８，２４６     ９９，６３４   １０８．６ 

契約金額（円）  ５６５，２１２,０５４  ５０４，９５３,１０６ １１１．９ 

   

④ 高齢者活躍人材確保育成事業の推進 

センターの新規会員の拡大とセンターを活用する事業の拡大を図るため、センターの周

知・広報を広く行うと共に、各種団体への働きかけ、説明会等実施し、技能講習や就業体

験を実施した。（詳細は別紙） 

 

(５) 有料職業紹介事業の推進 

  「臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務」に係る求人・求職を受け付け、会員、

非会員を問わず、就職を希望する高齢者及び求人者に対して行う有料職業紹介事業の推進 

に努めた。 

 

(６) 調査・研究 

    高齢者の多様な就業ニーズと豊富な知識・技能・経験等を活用した高齢者に相応しい仕

事への就業と社会参加活動を支援した。 

①  ハローワークと連携し求人情報の収集・提供を行うとともに、民間企業等を訪問し、新

規の仕事の開拓を行った。 

  ② 業務年報等の作成及び月次統計の集計・分析と結果の提供 

    シルバー事業の把握に努め、月次統計を基に業務年報等を作成し、センター及び関係機 

関へ提供した。 

 

 (７) 連合会未加入センターの加入促進 

連合会未加入センターの玉東町ＳＣ、高森町ＳＣにおいては、連合会加入の促進を行った。 

 
（８） 交流研修会等の開催 

① シルバー派遣事業研修会 

開催日及び場所 令和元年１１月２８日  ＫＫＲホテル熊本  出席者３５名  

②  業務研修会 

開催日及び場所 令和元年１２月１２日  熊本城ホール    出席者８３名 

③ 会計担当者等研修会 

開催日及び場所  令和２年１月２２日   熊本城ホール    出席者４７名 

④ 福祉･家事援助サービス事業担当者研修会 

開催日及び場所 令和２年２月１２日   県総合福祉センター 出席者３８名 

 

(９) 会議等の開催 

連合会及びセンターの機能強化・拡充を一層推進し、自立的、効率的な事業運営基盤の

強化を図るため、適切な執行体制の整備を行うと共に、国、地方公共団体及び全シ協との

緊密な連携のもと、公益社団法人としての組織の適切な管理運営に努めた。 

 



 

① 総会の開催 

定時総会        開催日及び場所 令和元年６月１９日    メルパルク熊本 

臨時総会          開催日及び場所 令和元年１１月２７日  熊本県民交流館パレア 

② 理事会の開催 

第１回理事会      開催日及び場所 令和元年５月２２日   県総合福祉センター 

第１回臨時理事会  開催日及び場所 令和元年６月１９日   メルパルク熊本 

第２回臨時理事会  開催日及び場所 令和元年６月１９日   メルパルク熊本 

第２回理事会      開催日及び場所 令和元年１０月９日   県総合福祉センター 

第３回理事会      開催日及び場所 令和２年３月１７日   県総合福祉センター 

③ 理事長・会長及び事務局長会議の開催 

開催日及び場所 令和２年２月２１日     県総合福祉センター 

④ 事務局長会議の開催 

開催日及び場所  令和元年６月２５日    県総合福祉センター 

⑤ 専門委員会の開催 

総務・広報委員会    

開催日及び場所 令和２年２月４日       県総合福祉センター 

安全・適正就業委員会 

                         開催日及び場所 令和２年２月６日       県総合福祉センター 

⑥ 派遣事業推進委員会の開催 

第１回   開催日及び場所 令和元年４月１９日    県総合福祉センター 

第２回    開催日及び場所 令和元年８月８日     県総合福祉センター 

第３回    開催日及び場所 令和元年１０月１５日  県総合福祉センター 

  ⑦ 熊本県シルバー人材センター事業推進連絡会議(熊本労働局主催) 

・熊本労働局、熊本県、連合会の３者で年２回開催 

第１回 令和元年８月３０日  熊本地方合同庁舎Ｂ棟 

第２回 令和２年３月３日（中止）         

 

（１０） シルバーフェスタ熊本２０１９の開催 

 開催日及び場所 令和元年１１月２３日   びぷれす広場 


