
【概要】

　青森県においては、２３のシルバー人材センターが高年齢者に相応しい就業機会を提供し､

地域経済の下支えや活性化の一助となるべく努めてきたところであるが、少子高齢化が加速

し、総人口とともに労働力人口の不足が続く中、各シルバー人材センターにおいても会員の

高年齢化と会員数の減少が顕著になっている。

　このような状況を踏まえ、当連合会では、会員数の減少に歯止めをかけるため、高齢者活

躍人材確保育成事業及び高齢者スキルアップ・就職促進事業の効果的な実施により、会員の

入会促進に努め、また、国及び青森県並びに(公社)全国シルバー人材センター事業協会の指

導・援助を受けながら、適正就業の推進とともに、地域社会のニーズに沿うべく労働者派遣

事業等における業務拡大を促進するなど「会員の拡大」及び「就業機会の拡大」に取り組み、

シルバー人材センターの活動の推進に努めた。

　以下、令和元年度の事業実施状況等を報告する。

Ⅰ　シルバー人材センター事業

１　受託調整

　　活力ある地域社会づくりに寄与するため、シルバー人材センター事業を展開し、高年齢

　者が県内いずれの地域においても自らの能力や希望に応じた就業機会を享受できるよう、

　就業分野の開拓･拡大に係る指導･助言、情報提供を行うとともに、県内におけるセンター

　未設置地域の解消、広域的な仕事の需給調整及び就業開拓等を行った。

 　シルバー人材センター未設置町村に居住する一般会員の受入れ

 　「シルバーしごとネット」等を活用した需給調整

 　シルバー人材センター事業実績 ２３シルバー人材センター

（会員数を除き、下記 －２及び３の合計）

 －２　請負・委任事業実績 ２３シルバー人材センター

（上記 の内数）

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

令 和 元 年 度 事 業 報 告
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

受入センター 会員数 会員の居住地(内訳) 備　　考

8件 4件 3件 1件 受注3センター

区　　分 令和元年度(令和2年3月末) 平成30年度(平成31年3月末) 前年同月比(％)

八戸市 10人 五戸町8人、南部町1人、階上町1人

問合せ件数 受注件数 不調件数 その他 備　　考

区　　分 令和元年度(令和2年3月末) 平成30年度(平成31年3月末) 前年同月比(％)

会員数(人) 6,657 6,748 98.7

契約金額(円) 2,899,261,045 2,867,915,226 101.1

就業延人員(人日) 583,085 613,141 95.1

会員数(人) 6,657 6,748 98.7

受注件数(件) 36,907 38,570 95.7

就業延人員(人日) 472,537 515,571 91.7

受注件数(件) 36,190 37,942 95.4

契約金額(円) 2,256,862,908 2,337,035,816 96.6
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２　有料の職業紹介

　　実施事業所を通じて高年齢求職者を対象に有料の職業紹介による就業機会の提供を行う

　とともに、県内全域の有料職業紹介事業に係る統括管理を行い、法令を遵守した適正な有

　料職業紹介事業を行った。

　　また、地域社会のニーズに沿った業務運営に資するため、高年齢者等の雇用の安定等に

　関する法律第３９条に係る業務拡大を推進した。

 　有料職業紹介事業実績

３　労働者派遣

　　実施事業所を通じてセンターの会員を対象に労働者派遣による就業機会の提供を行うと

　ともに、県内全域の労働者派遣事業に係る統括管理を行い、法令を遵守した適正な労働者

　派遣事業を行った。

　　また、地域社会のニーズに沿った業務運営に資するため、高年齢者等の雇用の安定等に

　関する法律第３９条に係る業務拡大を推進した。

 　労働者派遣事業実績 １３国庫補助対象シルバー人材センター及び連合会

（上記１ の内数）

 　シルバー派遣事業運営委員会の開催

 　労働者派遣事業に係る先進地シルバー人材センターの情報収集

４　普及啓発

　　普及啓発に係る指導・助言、情報提供を行うとともに、県民、官公庁、事業所等への普

　及啓発、高年齢者に対する意識啓発等を行った。

 　「会員の拡大」及び「就業機会の拡大」のための啓発・広報活動

①　シルバー人材センター連合事業概要の作成・配布

②　新聞広告の掲載

③　自治体広報広告の掲載

④　ホームページの活用(リニューアル)

 　普及啓発促進月間の設定及び月間における県内一斉ボランティア活動の実施

①　｢シルバーの日｣の設定 令和元年10月16日(水)

②　月間中の参加者数 人

 　センター未設置町村及び国庫補助対象外センターへ月刊誌の配布

５　安全・適正就業の推進

　　安全・適正就業の推進に係る指導・助言・研修、情報提供を行うとともに、センター会

　員の安全意識の高揚等を図った。

令和2年2月13日(木)

令和元年5月28日(火)

〈青森市 ラ・プラス青い森〉

〈青森市 ラ・プラス青い森〉

宮城県・多賀城市シルバー人材センター

対象センター

令和元年12月20日(金)

年　月　日

実施事務所名 八戸、十和田、むつ 八戸、十和田、むつ ―

紹介者数(人) 177 165 107.3

区　　分 令和元年度(令和2年3月末) 平成30年度(平成31年3月末) 前年同月比(％)

受注件数(件) 717 628 114.2

契約金額(円) 642,398,137 530,879,410 121.0

区　　分 令和元年度(令和2年3月末) 平成30年度(平成31年3月末) 前年同月比(％)

会員数(人) 2,528 2,654 95.3

紹介件数(件) 44 50 88.0

紹介手数料(円) 4,040,675 8,575,493 47.1

項　　目

安全衛生に係る先進地調査

第1回シルバー派遣事業運営委員会

第2回シルバー派遣事業運営委員会

就業延人員(人日) 110,548 97,570 113.3

項　　目 年　月　日・場　所

1,049
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 　安全・適正就業対策推進委員会の開催

 　安全・適正就業強化月間の設定

・　７月を安全・適正就業強化月間と定め、一層の安全・適正就業を推進

 　安全・適正就業パトロールの実施

 　安全・適正就業に係る研修会等の開催

 　適正就業ガイドラインに沿った事業運営の推進

・　請負・委任契約書類の状況把握

 　事故状況の収集、分析、再発防止等

①　事故発生状況集計表の作成・配布

②　全シ協発行安全就業ニュースの配信

６　その他事業を発展・拡充するための指導・助言、情報提供等

　　地域社会のニーズや制度改正等に的確かつ円滑に対応することができるよう、指導・助

　言、情報提供を行うとともに、知識・企画力向上を図るための研修等を行った。

 　全国・県内の情報提供及び協議等

 　研修会の開催

 　シルバー人材センター事業の適正な運営のための指導・助言

弘前市シルバー人材センター

令和元年11月26日(火)

令和元年11月21日(木)

令和元年11月18日(月)

令和元年11月13日(水)

令和元年11月8日(金)

令和元年7月29日(月)

令和2年3月11日(水)

令和元年11月22日(金)

令和元年5月28日(火)

〈青森市 ラ・プラス青い森〉

〈青森市 アスパム〉

〈青森市 ラ・プラス青い森〉

〈青森市 ワラッセ〉

〈弘前市〉研修担当県としての開催

〈青森市 福祉増進センター〉

〈青森市 ラ・プラス青い森〉

令和2年1月29日(水)

令和元年10月10日(木)～11日(金)

令和元年6月27日(木)

令和元年6月25日(火)

第1回事務局長会議

第2回事務局長会議

安全・適正就業推進研修会

〈青森市 ラ・プラス青い森〉

〈青森市 アウガ〉

〈青森市 ラ・プラス青い森〉

令和2年2月13日(木)

令和元年7月29日(月)

令和元年5月22日(水)

項　　目

安全・適正就業パトロール

第2回安全・適正就業対策推進委員会

第3回安全・適正就業対策推進委員会

項　　目 年　月　日・場　所

第1回安全・適正就業対策推進委員会

八戸市シルバー人材センター

横浜町シルバー人材センター

鶴田町シルバー人材センター

つがる市シルバー人材センター

対象センター

令和元年8月6日(火)

令和元年7月10日(水)

令和元年7月8日(月)

令和元年7月5日(金)

年　月　日

項　　目 年　月　日・場　所

項　　目 年　月　日・場　所

職員研修会

項　　目

第二種衛生管理者試験対策研修会

東北シ連協理事長等役員･事務局長合同研修会

第3回事務局長会議

項　　目 年　月　日・場　所

役員及び事務局長研修会

対象センター年　月　日

青森労働局の経理事務指
導に係る立会い

青森県の法人運営組織及
び事業活動の状況に関す
る立入検査に係る立会い

おいらせ広域シルバー人材センター

平川市シルバー人材センター

十和田市シルバー人材センター

むつ市シルバー人材センター

弘前市シルバー人材センター

おいらせ広域シルバー人材センター

令和元年11月26日(火)

令和元年10月25日(金)

令和元年10月4日(金)

令和元年9月6日(金)

令和元年7月30日(火)

平成31年4月11日(木)

〈青森市 アウガ〉

八戸市シルバー人材センター

青森市シルバー人材センター

おいらせ広域シルバー人材センター

三沢市シルバー人材センター
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 　センター未設置地域の解消

・　電話による情報収集

 　会議等への出席

〈東京都〉

〈仙台市〉

〈東京都〉

〈おいらせ町〉

〈青森市〉

〈青森市〉

〈東京都〉

〈東京都〉

〈東京都〉

令和2年1月16日(木)

令和元年12月20日(金)

令和元年12月2日(月)

令和元年11月8日(金)

令和元年9月19日(木)

令和元年9月10日(火)

令和元年8月2日(金)

令和元年7月19日(金)

令和元年7月18日(木)

令和元年7月17日(水)

令和元年7月4日(木)

令和元年7月1日(月)

令和元年5月30日(木)～31日(金)

令和元年10月7日(月)

令和元年10月7日(月)

年　月　日

令和元年11月6日(水)

令和元年10月29日(火)

令和元年10月21日(月)

令和元年10月21日(月)

令和元年10月17日(木)

〈弘前市〉

〈青森市〉

〈青森市〉令和2年2月12日(水)

令和元年11月1日(金)

令和元年10月21日(月)

厚生労働省青森労働局

・労働者派遣事業セミナー(同一労働同一賃金)

・労働者派遣事業セミナー(同一労働同一賃金)

会議主催者・会議名 年月日・場所

項　　目

定期指導
(個別訪問指導)

三戸町シルバー人材センター

中泊町シルバー人材センター

野辺地町シルバー人材センター

十和田市シルバー人材センター

弘前市シルバー人材センター

田舎館村シルバー人材センター

平川市シルバー人材センター

対象センター

・第2回合同企業説明会

・第1回高齢者就労促進セミナー

・第2回青森県農業労働力確保戦略会議

・第1回合同企業説明会

・青森県シルバー人材センター事業推進連絡会議

青森県

・第1回青森県農業労働力確保戦略会議

〈青森市〉

〈八戸市〉

〈青森市〉

〈青森市〉

〈青森市〉

令和2年2月12日(水)

令和2年1月21日(火)

令和元年12月17日(火)

令和元年9月10日(火)

令和元年5月29日(水)

・会員拡大・就業開拓担当者会議

・安全就業指導員会議

・第3回青森県農業労働力確保戦略会議

(公社)全国シルバー人材センター事業協会

・第1回都道府県シルバー連合事務局長会議

・第2回高齢者就労促進セミナー

・青森県高年齢者就業促進協議会

〈弘前市〉

〈青森市〉

〈青森市〉

令和2年3月26日(木)

令和2年3月12日(木)

令和2年2月25日(火)

・職業紹介責任者講習

・第2回都道府県シルバー連合事務局長会議

・特別指導(おいらせ広域SC指導)

・シルバー派遣事業実務担当者会議

・定期指導(集合指導)

・定期指導(連合本部指導)

東北シルバー人材センター連絡協議会

・第1回幹事会

・職員研修会

・会計・経理実務担当者会議

・第3回都道府県シルバー連合事務局長会議

・都道府県シルバー連合会長会議

・福祉・家事援助サービス担当者会議

〈東京都〉

〈東京都〉

〈東京都〉

〈東京都〉

〈仙台市〉

〈山形市〉令和元年9月4日(水)～5日(木)

平成31年4月11日(木)

・職員研修会(消費税関係)

ＮＲＩ社会情報システム㈱

・青森県エイジレス80ユーザー研修会

東北6県シルバー人材センター連合会

・東北各県シルバー人材センター連合会事務局長会議

宮城県シルバー人材センター連合会

・理事長等役員・事務局長合同研修会

・第2回幹事会 〈仙台市〉

〈弘前市〉

令和2年2月5日(水)

令和元年10月10日(木)～11日(金)

〈仙台市〉

〈仙台市〉

〈青森市〉令和元年9月27日(金)

令和元年8月9日(金)

令和元年10月2日(水)
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Ⅱ　高齢者活躍人材確保育成事業 (青森労働局委託事業)

　　労働力人口の減少等により、人手不足分野や現役世代を支える分野での担い手不足が問題

　となる中、当該分野で高年齢者の就業を推進することは喫緊の課題となっている。

　　しかしながら、高年齢者の中には必ずしも働くことに意欲的でない者も多くみられ、また､

　地域の企業の中には、未だ高年齢者の活用に積極的でない企業もみられる。

　　こうした高年齢者や企業に対し、センターを積極的に周知・広報するとともに、就業体験

　を通じて高年齢者及び企業双方のシルバー事業に対する理解を深めること、及び高年齢者が

　シルバー事業に興味と自信を持って就業できるよう技能講習を実施し、センターの「会員の

　拡大」及び「就業機会の拡大」につなげ地域の高年齢者の就業を促進した｡

１　受託事業

 　シルバー人材センター事業に関する周知・広報

・　会員募集説明会の開催、各種広報媒体の活用等

 　就業体験の実施

・　シルバー人材センターに発注経験のある企業での就業体験等

 　技能講習の実施

・　新規入会後、就業促進につながる分野の技能・資格の取得

２　事業目標と実績

 　新規会員数 目標：70人以上

実績：118人〔入会経路：技能講習84人、説明会14人、テレビＣＭ15人、

　　　　　　 バスラッピング広告2人、企業説明会2人、入会案内郵送1人〕

 　就業率 目標：30％以上（本事業利用し会員となった者の就業した率）

実績：60.2％〔就業者数:71人（技能講習52人、説明会19人）〕

３　実施状況

 　シルバー人材センター事業に関する周知・広報

①　会員募集説明会

(公財)公益法人協会

・公益法人協会主催会計セミナー

自由民主党シルバー人材センター活性化議員連盟総会

・青森県労働講座　労働契約等解説セミナー

・青森県労働講座　過重労働解消のためのセミナー

会議主催者・会議名 年月日・場所

青森県労働協会

・青森県労働協会　労使セミナー

〈青森市〉

〈青森市〉

〈青森市〉

令和元年10月7日(月)

令和元年6月28日(金)

令和元年6月3日(月)

〈盛岡市〉

〈東京都〉令和元年11月7日(木)

平成31年4月4日(木)～5日(金)

番
号

実施地域
実施時期 イ　ベ　ン　ト　内　容 告　知　媒　体

会場名

・青森県後期高齢者医療広域連合運営懇談会

全国シルバー人材センター厚生年金基金

・厚生年金基金説明会

青森県社会福祉協議会

・青森県社会福祉大会

青森県後期高齢者医療広域連合

〈青森市〉

〈青森市〉

〈青森市〉令和元年11月22日(金)

令和元年11月18日(月)

令和元年11月15日(金)

3
五所川原市

ＥＬＭ(エルム)
　令和元年7月13日(土)

健康チェック、シルバー人材センター相談
ブース

東奥日報｢東奥プラス西北五版｣

4
おいらせ町

イオンモール下田
　令和元年7月14日(日)

あどばるーんお笑いトークライブ、健康
チェック、シルバー人材センター相談ブース

デーリー東北｢折込チラシ｣

1
八戸市

八戸まちなか広場
　令和元年7月6日(土)

あどばるーんお笑いトークライブ、健康
チェック、シルバー人材センター相談ブース

東奥日報｢東奥プラス三八上北
版｣､デーリー東北｢折込チラシ｣

2
むつ市

マエダ本店
　令和元年7月7日(日)

着ぐるみマスコット「ギンタロー」、健康チェッ
ク、シルバー人材センター相談ブース

東奥日報｢東奥プラス下北版｣
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②　シニアライフ講演会 ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

③　各種広報媒体の活用

 　就業体験の実施

①　高齢者の就業促進向け

(4)

(3)

(4)

(11)

②　企業のシルバー人材センター利用促進向け

(1)

(1)

(2)

 　技能講習の実施

(2)

(2)

(2)

(18)

(18)

令和元年11月28日(木)､12月5日(木)､
12月6日(金)

実　施　時　期

令和元年12月16日(月)

(うち講習日数)

就業率 実　施　時　期

番
号

実施地域
実施時期 イ　ベ　ン　ト　内　容 告　知　媒　体

会場名

7
青森市

サンロード青森
　令和元年9月29日(日)

あどばるーんお笑いトークライブ、健康
チェック、シルバー人材センター相談ブース

東奥日報｢東奥プラス東青版｣

8
平川市

ひらかドーム
　令和元年8月31日(土)
  　       　～9月1日(日)

ひらかわフェスタ2019、平川市ＳＣ出店ブー
ス内で周知活動

主催団体による広報

5
弘前市

さくら野弘前店
　令和元年7月21日(日)

健康チェック、シルバー人材センター相談
ブース

東奥日報｢東奥プラス中弘南黒
版｣

6
青森市
アスパム

　令和元年7月27日(土)
　　　　　 ～7月28日(日)

うまい森青いもりフェアにおいてブース出
展、ステージでのシルバー人材センターＰＲ

うまい森青いもりフェア全体告知
広告に掲載

1
八戸市

デーリー東北ホール
　令和2年3月4日(水)

世界一のカリスマ清掃員新津春子氏による
講演会

デーリー東北｢折込チラシ｣､市役
所･公民館等にチラシ備置き

番
号

広　　報　　媒　　体 掲　載　広　報　物　等 備　　　　　　考

番
号

実施地域
実施予定時期 イ　ベ　ン　ト　内　容 告　知　媒　体

会場名

9
青森市

マエダアリーナ
　令和元年9月22日(日)

社会福祉事業主催団体の広報頒布品にＰ
Ｒチラシを同封

主催団体による広報

10
黒石市

スポカルイン黒石
　令和元年11月16日(土)

      　    ～11月17日(日)

黒石市りんごまつり、黒石市ＳＣ出店ブース
内で周知活動

主催団体による広報

5 ＴＶパブリシティ テレビ情報番組での会員募集説明会の宣伝

6 ＰＲ動画 入会促進・企業開拓用ＰＲ動画の作成、放映

3 リーフレット（Ａ４版）
県内シルバー人材センター、ハローワーク等に掲
示した他、企業訪問時に活用

4 テレビスポットＣＭ
誘いを待つ夫編と娘の帰省編の2パターンを作
成、放映

1 バスラッピング広告
青森市営バス、弘南バス、八戸市営バス、南部バ
ス、十和田観光電鉄、下北交通

2 ポスター（Ｂ２版）
県内シルバー人材センター、郵便局、信用金庫、
県民生協、さくら野、ガソリンスタンド等に掲示

　　(人) 数　(人) 数　(人) 数　(人) 　　(％) (うち講習日数)

7 経済・商工団体広報誌広告
青森県中小企業団体中央会、青森･弘前･八戸･黒石･五所
川原･十和田･むつの各商工会議所の会報誌へ広告掲載

番
号

就業体験名 実施地域
定　員 開始者 修了者 就業者

3 八戸市 5 5 5 3 60.0%
令和元年12月5日(木)､12月6日(金)､
12月10日(火)､12月11日(水)

4 100.0%
令和元年12月13日(金)､12月16(月)､
12月19日(木)､12月22日(日)

2 弘前市 3 3 3 2 66.7%

1
介護施設就業体験

青森市 4 4 4

　　(人) 数　(人) 数　(人) 数　(人) 　　(％) (うち講習日数)

75.0% ※就業者数は 技能講習就業者数の内数

番
号

就業体験名 実施地域
定　員 開始者 修了者 就業者 就業率

計 全3回 12 12 12 9

計 全2回 3 3 3 3 100.0%

1 100.0% 令和2年2月13日(木)

2 八戸市 2 2 2 2 100.0%

1
レンタカーの洗車及び社
内清掃

青森市 1 1 1

新規入会 就業者 就業率 実　施　時　期
　　(人) 数　(人) 数　(人) 者数(人) 数　(人) 　　(％)

番
号

講　習　名 実施地域
定　員 開始者 修了者

72.7%
　　令和元年7月22日(月)
  　　       ～7月23日(火)

3 むつ市 10 16 16 16

　　令和元年7月30日(火)
　　　　 　　～7月31日(水)

2 八戸市 10 11 11 11 8

1
刈払機操作講習

弘前市 10 5 5 5 5 100.0%

5 弘前市 5 3 3 3 2 66.7%
　　令和元年8月30日(金)
       　　 ～11月29日(金)

4 5 5 100.0%
　　令和元年9月9日(月)
　　　     ～12月18日(水)

16 100.0%
　　令和元年7月25日(木)
　　　　　　 ～7月26日(金)

4
介護職員初任者講習

青森市 5 5
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(18)

(3)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(77)

Ⅲ　高齢者スキルアップ・就職促進事業 (青森労働局委託事業)

　　高年齢者が増加する中、働く意欲のある高年齢者（５５歳以上）が、年齢に関わりなく生

　涯現役で働くことができるよう、企業等の高年齢者雇用に対する理解を深めるとともに、高

　年齢者に未経験分野等で働く能力等を習得させる技能講習等を実施し、公共職業安定所等関

　係機関の協力を得ながら高年齢者の再就職等を促進した。

１　受託事業

 　高年齢者への周知

・　ホームページ、チラシ、新聞広告等の広告媒体の活用

 　職場見学等の実施

・　企業の実際の就労現場見学（一部体験有）、求人担当者との面談

 　技能講習の実施

・　業種・職種に応じた技能・資格の習得

・　企業・ハローワークとの連携・協力のもと、就職面接機会の提供

２　事業目標と実績

 　技能講習実施人数 目標：各3～5人程度

実績：53人（全10回合計）

 　技能講習受講者の就職率 目標：52.5％以上

実績：39.6％

 　技能講習終了後のアンケート満足度 目標：90.0％以上

実績：98.0％

３　実施状況

 　高年齢者への周知

就業率 実　施　時　期
　　(人) 数　(人) 数　(人) 者数(人) 数　(人) 　　(％) (うち講習日数)

番
号

講　習　名 実施地域
定　員 開始者 修了者 新規入会 就業者

6 3 50.0%
　　令和元年9月11日(水)
    　　    ～12月12日(木)

6
介護職員初任者講習

八戸市 5 6 5

7
介護送迎運転者講習

十和田市 10 5 5 5 3 60.0%

4 3 75.0%
　　令和元年10月1日(火)
        　　  ～10月2日(水)

0 0.0%
　　令和元年10月30日(水)
　　　　　　 ～10月31日(木)

9 八戸市 10 6 6

　　令和元年10月9日(水)
　　　 　　 ～10月11日(金)

8
調理スタッフ講習

青森市 10 13 13 9

12
販売スタッフ講習

むつ市 5 4 4 4 3 75.0%

3 3 2 66.7%
　　令和元年10月15日(火)
        　　  ～10月16日(水)

4 1 25.0%
　　令和元年10月17日(木)
        　    ～10月18日(金)

10
清掃スタッフ講習

青森市 10 5 5

11 十和田市 10 5

3 0 0.0%
　　令和2年2月13日(木)
      　　  ～2月１4日(金)

1 16.7%
　　令和2年2月6日(木)
　　　 　　 ～2月7日(金)

14 弘前市 15 5 5

　　令和2年2月19日(水)
　　　　　  ～2月20日(木)

13
お客様に愛されるキッチ
ンスタッフセミナー（追
加）

青森市 15 20 20 6

3 新聞広告
技能講習受講者募集広告(記事型広告・折込チラ
シ)

4 求人折込広告 技能講習受講者募集広告(Be-Job FLASH)

1 ホームページ
高齢者スキルアップ・就職促進事業の仕組み、職
場見学等一覧、技能講習一覧

2 チラシ 職場見学、技能講習ごとのチラシを作成、配布

52 61.9%

番
号

広　　報　　媒　　体 掲　載　広　報　物　等 備　　　　　考

計 全14回 130 109 105 84

5
ハローワーク求職者セミナー、求人事
業所説明会等での周知

ハローワーク主催の求職者対象のセミナー等に出
席し受講者を募集
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 　職場見学等の実施

(3)

(4)

(6)

(1)

(1)

(1)

(1)

(0)

(1)

(0)

(0)

(1)

(1)

(1)

(1)

(0)

(0)

(1)

(0)

(1)

(1)

(0)

(0)

(1)

(1)

(27)

 　技能講習の実施

(18)

(18)

(18)

(18)

(8)

(8)

(8)

(5)

就職率 実　施　時　期

令和元年12月19日(木)

令和元年11月6日(水)

100.0% 令和元年12月2日(月)

令和元年11月28日(木)

　　(人) 数　(人) 数　(人) 　　　(人) 　　(％) (うち講習日数)
番
号

講　習　名 実施地域
定　員 受講者 修了者 就職者数

5 71.4%
令和元年12月16日(月)､12月
17日(火)､12月19日(木)

弘前市 5 5 5 4 80.0%

1
介護施設見学会

青森市 5 7 7

4 むつ市 5 4 4 1 25.0%

5 青森市 5 4 4

令和元年11月26日(火)､12月2日
(月)､12月3日(火)､12月4日(水)

3 八戸市 5 7 7 6 85.7%
令和元年12月5日(木)､12月6日(金)､12月10
日(火)､12月12日(木)､令和2年1月18日(土)､
1月21日(火)

令和元年10月21日(月)

7 八戸市 5 1 1 1 100.0% 令和元年11月5日(火)

2 50.0% 令和2年1月16日(木)

6 弘前市 5 2 2

2

0 0 0.0% 令和元年11月8日(金)

0.0% 令和元年11月7日(木)

9 五所川原市 3 3 3 2 66.7%

8 むつ市 5 0 0 0

13 八戸市 5 1 1 1 100.0% 令和元年10月8日(火)

0.0% 令和元年11月14日(木)

12
食品製造ライン見学会

青森市 5 4 4 2 50.0%

11 十和田市 3 0 0 0

量販店見学会

1 50.0%

令和2年2月26日(水)

10 三沢市 3 0

16
保育園施設見学会

青森市 3 0 0 0 0.0%

1 50.0% 令和元年9月25日(水)

15
ホテル業務見学会

弘前市 5 3 3 3

14
クリーニング作業見学会

青森市 5 2 2

2 66.7% 令和元年10月15日(火)

19
清掃作業見学会

青森市 3 0 0 0

18
倉庫作業見学会

青森市 3 3 3

令和元年10月28日(月)

17 八戸市 3 0 0 0 0.0% 令和元年10月29日(火)

50.0% 令和元年10月2日(水)21 弘前市 3 2 2 1

0.0% 令和元年10月30日(水)

20 八戸市 3 2 2 0 0.0% 令和元年11月23日(土)

24
フォークリフト運転業務
見学会

弘前市 10 9 9 2 22.2% 令和2年2月21日(金)

0 0.0% 令和元年11月27日(水)

23 八戸市 3 0 0 0 0.0%

22
警備業務見学会

青森市 3 0 0

　　(人) 数　(人) 数　(人) 　　　(人) 　　(％) (うち講習日数)
番
号

講　習　名 実施地域
定　員 受講者 修了者 就職者数 就職率 実　施　時　期

0.0% 令和2年3月10日(火)

計 全25回 113 68 68 34 50.0%

25 八戸市 10 9 9 0

4 80.0%
　　令和元年8月30日(金)
      　　  ～11月29日(金)

3 八戸市 4 7 7

5 71.4%
　　令和元年9月9日(月)
    　　　 ～12月18日(水)

2 弘前市 4 5 5

1
介護職員初任者研修

青森市 4 7 7

1 25.0%
　　令和元年9月19日(木)
      　　  ～12月19日(木)

6 85.7%
　　令和元年9月11日(水)
      　　  ～12月12日(木)

4 むつ市 3 4 4

50.0%
　　令和元年9月24日(火)
        　    ～10月3日(木)

7 八戸市 3 2 2 0

6 弘前市 3 2 2 1

0 0 0.0%
　　令和元年10月18日(金)
         　　 ～10月31日(木)

5

8
フォークリフト運転技能
講習

青森市 7 7

0.0%
　　令和元年11月15日(金)
        　　  ～11月26日(火)

清掃スタッフ講習
青森市 3 1

7 2 28.6%
　　令和元年10月16日(水)
        　　  ～10月21日(月)
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(5)

(5)

(111)

Ⅳ　法人管理事業

１　会員の状況

２　諸会議の開催

 　定時総会

 　理事会

第1回

第2回

第3回

 　会長・副会長・常務理事会議

第1回

第2回

就職者数 就職率 実　施　時　期
　　(人) 数　(人) 数　(人) 　　　(人) 　　(％) (うち講習日数)

番
号

講　習　名 実施地域
定　員 受講者 修了者

計 全10回 51 53 52

2 22.2%
　　令和2年2月21日(金)
        　    ～3月2日(月)

10 八戸市 10 9 9

9
フォークリフト運転技能
講習

弘前市 10 9 9

正　　会　　員 23 団体 国庫補助対象13団体、国庫補助対象外10団体

一　般　会　員 10 人 五戸町8人、南部町1人、階上町1人

21 39.6%

会員の種別 会　員　数 備　　　考

0 0.0%
　　令和2年3月10日(火)
       　 　～3月17日(火)

〔決議事項〕
①平成30年度事業報告､平成30年度収支補
正予算､平成30年度決算報告（監事監査報
告）
②令和元年度事業計画の変更、令和元年度
収支補正予算
③会費規程の一部改正
④役員候補者の推薦
⑦令和元年度定時総会の開催

〔報告事項〕
①代表理事及び業務執行理事の職務執行状況
②一般会員の退会
③適正就業ガイドラインに沿った事業運営の推
進
④未収金回収困難案件
⑤東北シ連協役員及び事務局担当県の変更

令和元年6月10日(月)

ラ・プラス青い森

〔決議事項〕
①令和元年度収支補正予算

〔報告事項〕
①代表理事及び業務執行理事の職務執行状況
②適正就業ガイドラインに沿った事業運営の推
進
③未収金回収困難案件
④令和元年度上半期事業実施状況

令和元年12月2日(月)

ラ・プラス青い森

令和元年6月25日(火) 〔報告事項〕
①平成30年度事業報告、平成30年度収支補
正予算
②令和元年度事業計画、令和元年度収支予
算、令和元年度収支補正予算

〔決議事項〕
①平成30年度決算報告（監事監査報告）
②会費規程の一部改正
③役員の選任

ラ・プラス青い森

年月日・開催場所 議　　題　　等

賛　助　会　員 50 団体 市町村30団体、その他20団体

年月日・開催場所 議　　題　　等

①令和元年度第1回理事会に提出する議案等
②高齢者活躍人材確保育成事業
③高齢者スキルアップ・就職促進事業
④シルバー人材センター事業実績
⑤事故発生状況

令和元年5月23日(木)

ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｱﾗｽｶ

①令和元年度第2回理事会に提出する議案等
②高齢者活躍人材確保育成事業実施状況
③高齢者スキルアップ・就職促進事業実施状況
④シルバー人材センター事業実績
⑤事故発生状況
⑥業務拡大
⑦シルバー派遣事業に係る安全衛生管理体制

令和元年11月19日(火)

ラ・プラス青い森

〔決議事項〕
①給与規程、労働者派遣事業派遣労働会員
就業規則、同派遣手数料規程の一部改正
②従たる事務所の所在場所変更
③令和元年度収支補正予算
④令和2年度事業計画、令和2年度収支予算

〔報告事項〕
①令和元年度事業実施状況
②適正就業ガイドラインに沿った事業運営の推
進
③未収金回収困難案件

令和2年3月18日(水)

ラ・プラス青い森

年月日・開催場所 議　　題　　等
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第3回

３　支援要請活動

 　内容

　　「『生涯現役社会』を実現するシルバー人材センターの決意と支援の要望」に係る支

　援要請（令和元年度全シ協定時総会決議）

 　要請先等

４　監査・指導等

５　会議等への出席

　令和元年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４

条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」はありません。

〈青森市〉

青森共栄火災ビル

連合会事務所

青森共栄火災ビル

連合会事務所

青森共栄火災ビル

備　考

要　請　者

波岸会長
髙橋副会長
今村副会長
木元常務理事

年月日・開催場所 議　　題　　等

⑧シルバー派遣事業に係る同一労働同一賃金
⑨全シ協都道府県シルバー連合会長・事務局長会議の情報等

①令和元年度第3回理事会に提出する議案等
②高齢者活躍人材確保育成事業実施状況
③高齢者スキルアップ・就職促進事業実施状況
④シルバー人材センター事業実績
⑤事故発生状況
⑥業務拡大
⑦シルバー派遣事業運営委員会の報告
⑧シルバー派遣事業に係る同一労働同一賃金
⑨全シ協都道府県シルバー連合事務局長会議の情報
⑩東北シルバー人材センター連絡協議会の情報

令和2年3月5日(木)

ラ・プラス青い森

連合会

・監事監査

田中商工労働部長
江刺家商工労働部次長
楠田労政・能力開発課長　他

実施主体及び監査・検査名

要　請　先 応　対　者

厚生労働省
青森労働局

請園労働局長
井上職業安定部長
佐藤職業対策課長　他

青森県

令和元年5月20日(月)

年　月　日

令和元年8月19日(月)

年　月　日

14：20～14：50

令和元年8月19日(月)

13：30～14：00

・平成30年度県補助金に係る検査

・法人運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査

・高年齢者就業機会確保事業費等補助金の経理事務指導

青森県

青森労働局

・平成30年度高齢者活躍人材育成事業に係る監査

令和元年12月11日(水)

令和元年5月21日(火)

令和元年12月6日(金)

令和元年5月24日(金)

事業報告の附属明細書

・理事会

・通常総会

(公社)全国シルバー人材センター事業協会

・定時総会

東北シルバー人材センター連絡協議会

会議主催者・会議名 年月日・場所

青森県

・事業報告に係る提出書の作成に関する説明会

令和元年6月18日(火)

令和元年5月29日(水)

令和元年6月20日(木)

令和元年12月19日(木)

〈仙台市〉

〈仙台市〉

〈東京都〉
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