平成２６年度

事

業

報

告

１、 事業概要
国内 の経 済状況 は、 政府が 打ち 出し た財政 支援 政策 等が少 しづ つ効果
が表れ 都市 部の一 部大 企業で は長 引く 低迷か ら徐 々に ではあ りま すが、
上向き の傾 向にあ ると 言われ てい ます 。
しか し、 地方に おい てはそ の兆 しが 感じら れず 相変 わらず 景気 が低迷
し、我 々高 齢者を 取り 巻く環 境は 、年 金の減 額や 消費 税額の アッ プに加
え、円 安に よる原 材料 の輸入 価格 の上 昇によ る生 活必 需品の 値上 げも続
いており、その効果を感じられるには、暫く時間が必要です。
こう した 影響を 受け 全国の シル バー 人材セ ンタ ーに おいて も、 事業実
績の減 収や 会員数 にお いても 本人 の体 調不良 や加 齢に よる退 会者 か増え
る一方 、労 働市場 から 引退し た団 塊の 世代は 、経 済的 な理由 で高 収入を
求める 傾向 が強く 、新 規入会 には 至ら ないケ ース が増 えてお り課 題の多
い年になりました。
平成 ２６ 年度の 当シ ルバー 人材 セン ターの 事業 実績 は前年 度と 比較し
て受注 件数 では上 回っ ており ます が、 稼働期 間や 日数 の他、 会員 の減少
から就 業人 数の確 保が 出来な かっ たこ となど の影 響を 受け、 大幅 に下回
り受注金額では３，９７６千円（３．５％）の減収となりました。
今後 にお いても 、経 済情勢 や景 気動 向によ って はセ ンター の事 業運営
の安定化は厳しい状況が続くものと予想されます。
しか し、 受注件 数の 増加傾 向は 一般 市民を 始め 企業 ・団体 、行 政等の
ご支援 、ご 協力の 賜と 感謝申 し上 げる ととも に会 員の 真摯な 仕事 振りが
市民に 周知 、評価 され てきた もの と思 います 。こ こに ご支援 、ご 協力を
頂きま した 市民・ 企業 ・団体 そし て紋 別市を はじ めと する行 政当 局並び
に、会員の皆さんにも厚くお礼申し上げる次第であります。

※

平成２６年度の事業実績の概要
◯

登録会員数

◯

受注件数

◯

就業実人員

◯

就業延日人員数

◯

就業率

◯

受注金額

１８５名
２，８９５件
１６３名
２２，４０８名
８８．１％
１０９，６７１，０５７円

２、 事業実施状況
（１）就業体制の強化
会 員の 希望 と技能 ・経験を把 握し、センター の理念を もとに公正
適 正な 就業体 制の 確立と 働き やす い環境 を推 進し ながら 、多 様化す
るニーズに対応する体制づくりに努めたところであります。

（２）受注体制の強化
ァ 、市 民、企 業、 団体、 行政 にセ ンター の事 業に 係る情 報を 積極的
に提 供する とと もに、 会員 と役 職員に よる 就業 開発活 動等 を通し
て、受注の拡大に努めたところであります。
イ、 今後加入が見込まれる団塊世代が希望する管理系・事務系職種

の開拓に向け事務局体制の強化を図りました。

（３）技能講習会の実施
会員 を対象 にし た刈払 機に よる 草刈り 講習 会、 刈払機 保守 点検整
備講習会、冬囲い講習会を実施したところであります。

（４）安全就業対策の強化
就業 中、就 業途 上の事 故防 止を 図るた め、 安全 就業基 準の 徹底と
会 員の 健康管 理の 保持に 努め 、現 場確認 や安 全委 員会委 員に よる現
場 パト ロール 等の 実施と 安全 講習 会を開 催し たと ころで あり ます。

（５）会員の入会促進
経験 、知識 、能 力を生 かし 健康 で働く 意欲 のあ る会員 の入 会促進
を 図る ため、 ８月 、３月 の２ 回市 民会館 及び セン ター会 議室 で入会
説 明会 を開催 した ところ 延１ ７名 の参加 者が あり ました が、 このう
ち８名の方が新たに会員として入会しました。

（６）関係機関との連携
セン ター事 業の 目的達 成の ため 、全シ 協・ 道シ 連・紋 別市 等との
連 携を 密にし て、 理解と 協力 ・支 援を得 なが ら円 滑な事 業運 営に努
め まし た。

（７） 広報 活動の 強化

会員 相互の 情報 と交流 を深 め連 帯感を 高め るた め「会 員だ より」
と 広報 誌「シ ルバ ーセン ター だよ り」を 発行 （地 域班世 話人 による
配 付） したほ か、 広報活 動と セン ター事 業の 普及 啓発の ため に市民
向けの啓発用チラシの配布・新聞折り込みを行いました。
また 、１０ 月の 第３土 曜日 の「 シルバ ーの 日」 に役職 員が 市内の
大 型店 におい て、 リーフ レッ ト・ ティッ シュ の配 布を行 いセ ンター
事業の普及キャンペーンを行いました。

（８）シルバー派遣事業の取組みについて
平成２ ６年１２月 ２日北海道 シルバー人材セ ンター連 合会紋別事
務所として事業を実施したところです。

（９） 社会 奉仕活 動
紋別 市が主 管し て取組 んで いる 「美し いま ちも んべつ 美化 サポー
ト」事業に地域班単位で年３回参加し、清掃作業を行いました。

（ 10 ）事務局体制の強化
事務 局職員 が各 種講習 会、 研修 会に出 席し 事務 処理等 に必 要な知
識、技能の研鑽習得に努めました。

