
【概要】

　青森県においては、２３箇所のシルバー人材センターが高年齢者にふさわしい就業機会の

提供を基本に、人手不足分野や現役世代を支える分野において高年齢者の就業促進に努めて

きたが、新型コロナウイルス感染症の世界的規模での拡大により、社会経済活動は未曽有の

事態に見舞われ、シルバー人材センター事業においても大きな影響を受けたところである。

　特に、上半期における事業活動の低迷が会員の減少に拍車をかけ、冬期の大雪によりコロ

ナ禍の業績減を一部補えたものの、事態の収束が図られないまま感染症に大きく振り回され

た１年となった。

　このような状況下において、当連合会では、会員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の効果的な実施により、テレビＣＭ等によるシルバー人材センター事業

の周知・広報や、各シルバー人材センターと連携し技能講習受講者等の入会促進に努めた。

　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・助言の下、

安全・適正就業の推進は元より、地域ニーズを踏まえて労働者派遣事業を促進するとともに、

女性会員の拡大に積極的に取り組むため、「女性活躍推進委員会」を立ち上げる等「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事業活動の推進に努め

た。

　以下、令和２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」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）

就業延人員(人日) 468,984 472,537 99.2

受注件数(件) 35,434 36,190 97.9

契約金額(円) 2,203,560,596 2,256,862,908 97.6

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

会員数(人) 6,451 6,657 96.9

契約金額(円) 2,886,240,871 2,899,261,045 99.6

就業延人員(人日) 580,714 583,085 99.6

会員数(人) 6,451 6,657 96.9

受注件数(件) 36,070 36,907 97.7

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

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

受入センター 会員数 会員の居住地(内訳)

3件

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

八戸市、つがる市 11人 五戸町8人、南部町1人、階上町1人、鰺ヶ沢町1人

受注件数 備　　考センター　/　受注内容

弘前市/剪定、三沢市/草刈、おいらせ広域/除草
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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）

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　ホームページの活用

 　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2年10月21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。

 　安全・適正就業対策推進委員会の開催

※　新型コロナウイルス感染防止のため中止→資料配付

 　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

※　新型コロナウイルス感染防止のため中止

第2回安全・適正就業対策推進委員会 令和3年2月15日(月) ［オンライン］

項　　目 年　月　日　/　開催形式

第1回安全・適正就業対策推進委員会 当初予定日 令和2年10月23日(金)

就業延人員(人日) 111,730 110,548 101.1

623

受注件数(件) 636 717 88.7

契約金額(円) 682,680,275 642,398,137 106.3

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

派遣登録会員数(人) 2,504 2,528 99.1

紹介件数(件) 27 44 61.4

紹介手数料(円) 1,882,514 4,040,675 46.6

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) 61 177 34.5

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

・　受注リスト等による状況把握

 　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・配付

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

※　新型コロナウイルス感染防止のため中止→資料配付

 　研修会・委員会の開催

 　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

 　センター未設置地域の解消

・　シルバー人材センター事業の周知活動・情報収集

 　会議等への出席

・第2回シニア向け合同企業説明会 令和3年1月28日(木) 〈弘前市〉

・第2回お仕事相談会 令和3年2月16日(火) 〈青森市〉

・青森県労働法・労務管理セミナー 令和2年11月4日(水) 〈青森市〉

・第1回シニア向け合同企業説明会 令和3年1月26日(火) 〈八戸市〉

鰺ヶ沢町 令和3年1月15日(金)

会議主催者・会議名 年月日　/　開催場所

青森県

中部上北広域シルバー人材センター

令和2年10月15日(木) 平内町シルバー人材センター

令和2年10月22日(木) 横浜町シルバー人材センター

訪　問　先 年　月　日 備　　考

定期指導
(個別訪問指導)

令和2年10月7日(水) 五所川原市シルバー人材センター

令和2年10月7日(水) 鶴田町シルバー人材センター

令和2年10月9日(金) つがる市シルバー人材センター

令和2年10月9日(金) 藤崎町シルバー人材センター

令和2年10月15日(木)

令和2年11月12日(木) むつ市シルバー人材センター

令和2年11月19日(木) 十和田市シルバー人材センター

青森市シルバー人材センター

青森労働局の経理事務指
導に係る立会い

令和2年11月5日(木) 中部上北広域シルバー人材センター

令和2年11月9日(月) 黒石市シルバー人材センター

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

令和2年9月9日(水) つがる市シルバー人材センター

令和2年9月10日(木) 中泊町シルバー人材センター

令和2年12月9日(水) 八戸市シルバー人材センター

令和2年12月16日(水) 三沢市シルバー人材センター

令和2年12月23日(水)

職員研修会 令和3年2月22日(月) ［オンライン］

項　　目 年　月　日 対象センター

第1回女性活躍推進委員会 令和2年10月13日(火) 〈青森市 ラ・プラス青い森〉

第2回女性活躍推進委員会 令和3年2月17日(水) ［オンライン］

項　　目 年　月　日　/　開催場所・形式

第1回事務局長会議 当初予定日 令和2年5月26日(火)

第2回事務局長会議 令和3年3月10日(水) ［オンライン］

安全・適正就業推進研修会 令和2年7月10日(金) 〈青森市 アウガ〉

項　　目 年　月　日　/　開催形式

安全就業のための講話 令和3年2月12日(金) 《弘前市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ会員研修会》

項　　目 年　月　日　/　場　所　等
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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

・　各種広報媒体の活用と講演会の実施

 　就業体験の実施と企業訪問

・　新規就業先獲得のための就業体験

・　企業等退職予定者に向けたシルバー人材センターの紹介と新規就業先の開拓

 　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

 　連絡会議の実施

・　シルバー人材センターの更なる活用促進を目指すための連絡会議の実施

２　事業目標と実績

・　新規会員数

・　目標：75人以上

・　実績：330人〔入会経路：技能講習132人、市町村広報86人、テレビＣＭ64人、

　　　　　　　　 チラシ25人、ポスター19人、説明会2人、シニアライフ講演会2人〕

・経理担当者向けオンラインセミナー 令和3年3月25日(木) ［オンライン］

ＮＲＩ社会情報システム㈱

・ＮＲＩユーザー研修会 令和2年10月28日(水) ［オンライン］

(公社)愛知県シルバー人材センター連合会

・リモート講演会 令和2年11月6日(金) ［オンライン］

・第2回幹事会 令和3年2月8日(月) ［オンライン］

シルバー人材センター全国女性代表者会議(主催:愛知県)

・第17回シルバー人材センター全国女性代表者会議 令和2年11月5日(木) ［オンライン］

・安全就業指導員会議 令和3年1月15日(金) ［オンライン］

東北シルバー人材センター連絡協議会

・理事長等役員・事務局長合同研修会 令和2年9月16日(水) 〈福島市〉

・インボイス制度等の導入に伴う会計･経理検討委員会 令和2年12月24日(木) ［オンライン］

・第3回都道府県シルバー連合事務局長会議 令和3年1月13日(水) ［オンライン］

・シルボンヌ全国大会ｉｎ東京2020 令和2年11月25日(水) ［オンライン］

・福祉・家事援助サービス担当者会議 令和2年12月11日(金) ［オンライン］

・都道府県シルバー連合会長会議 令和2年11月11日(水) ［オンライン］

・適正就業担当者会議 令和2年11月16日(月) ［オンライン］

・第2回都道府県シルバー連合事務局長会議 令和2年9月25日(金) ［オンライン］

・会員拡大・就業開拓担当者会議 令和2年10月9日(金) ［オンライン］

会議主催者・会議名 年月日　/　開催場所・形式

(公社)全国シルバー人材センター事業協会

・派遣元責任者講習 令和2年7月7日(火) 〈仙台市〉
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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　各種広報媒体の活用

②　シニアライフ講演会

③　青森県主催シニア向け合同企業説明会等への参加

 　就業体験の実施と企業訪問

①　高齢者の就業促進向け

(1)

(1)

(2)

②　企業のシルバー人材センター利用促進向け

(1)

(1)

0 0.0% 令和3年3月5日(金)

計 全1回 3 1 1 0 0.0%

1
放課後児童クラブ「地域住民と
の交流の場」における講師業務

五所川原市 3 1 1

番
号

就業体験名 実施地域
定　員 開始者 修了者

令和3年2月19日(金)

計 全2回 30 21 21 2 9.5% ※就業者数は 技能講習就業者数の内数

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

2 13.3% 令和2年12月17日(木)

2 十和田市 15 6 6 0 0.0%

1
放課後児童クラブ就業
体験 五所川原市 15 15 15

3
青森市

サンロード青森
　令和3年2月16日(火)

新型コロナウイルス感染症の影響による離
職者を対象にシルバー人材センターの紹介

青森県のお仕事説明会

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

1
八戸市

ユートリー
　令和3年1月26日(火)

就労意欲のある45歳以上の方を対象にシ
ルバー人材センターの紹介

シニア向け合同企業説明会

2
弘前市
ヒロロ

　令和3年1月28日(木)
就労意欲のある45歳以上の方を対象にシ
ルバー人材センターの紹介

シニア向け合同企業説明会

番
号

実施地域
実施時期 内　　　　　容 備　　　　　考

会場名

1
八戸市

八戸市公会堂
　令和3年2月25日(木)

世界一のカリスマ清掃員新津春子氏によ
る講演会（参加者113名）

デーリー東北｢折込チラシ｣

2 弘前市
ホテルニューキャッスル

　令和3年2月26日(金)
世界一のカリスマ清掃員新津春子氏によ
る講演会（参加者89名）

東奥日報、陸奥新報｢折込チラシ｣

【トピック】
　ｼﾆｱﾗｲﾌ講演会は、ｼﾙﾊﾞｰ事業の周知・広報の一環として地域住民を対象に開催。
　弘前会場では、道徳教育研鑽のため聴講した中学校教員が講演内容に感銘を受けたことをきっかけに、新津講師
と中学生との手紙による交流が図られた。

7 ラジオ
FM青森すこやかラジオ（令和2年10月11日放送）に出演し
シルバー人材センターの宣伝

番
号

実施地域
実施時期 イ　ベ　ン　ト　内　容 告　知　媒　体

会場名

5 市町村広報 市町村広報に会員募集広告を掲載

6 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

3 テレビスポットＣＭ 30秒CMを固定枠で平日毎日放送
RAB年間203本
ABA年間218本

4 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
原稿読み10回、出演7回
取材3回

1 ポスター（Ｂ２版）
県内シルバー人材センター、ハローワーク、公衆浴場、理
容室、美容院、道の駅、クリーニング店、映画館等に掲示

2 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

番
号

広　　報　　媒　　体 掲　載　広　報　物　等 備　　　　　　考
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③　企業等退職予定者に向けたシルバー人材センターの紹介と新規就業先の開拓

 　技能講習の実施

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

0.0%
　 令和3年3月9日(火)
        ～3月10日(水)

40.0%
　 令和2年8月26日(水)
　　　  ～8月28日(金)

13 介護送迎運転者講習 平川市 10 5 5 5 2

　 令和2年11月4日(水)
        ～11月5日(木)

11 八戸市 15 19 19 13 0 0.0%
　 令和3年3月2日(火)
        ～3月3日(水)

8 6 0

青森市② 15 12 12 10 1 8.3%
　 令和2年10月27日(火)
        ～10月28日(水)

10 黒石市 15 4 4 1 2 50.0%

9 4 26.7%
　 令和2年8月21日(金)
　　　  ～8月25日(火)

8 青森市① 15 15 15 9

7
庭木剪定講習

五所川原市 15 15 15

12 十和田市 15 8

2 13.3%
　 令和2年10月19日(月)
        ～10月20日(火)

9

6 横浜町 15 20 20 6 15 75.0%
　 令和2年9月17日(木)
　　　　～9月18日(金)

5
東北町・
三沢市 15 11 11 11 2 18.2%

　 令和2年9月10日(木)
　　　　～9月11日(金)

58.8%
　 令和2年8月27日(木)
　　　　～8月28日(金)

4 むつ市 15 17 17 10 11

3 弘前市 15 17 17 14

64.7%
　 令和2年9月1日(火)
　　　　～9月2日(水)

(うち講習日数)

1
刈払機操作講習

つがる市 15 18 18 13 11 61.1%

番
号

講　習　名 実施地域

　 令和2年8月17日(月)
　　　　～8月18日(火)

2 三戸町 15 5 5 2 4 80.0%
　 令和2年8月20日(木)
  　　  ～8月21日(金)

10

　　(人) 数　(人) 数　(人) 者数(人) 数　(人) 　　(％)
定　員 開始者 修了者

13 七戸町 1 1 0

新規入会 就業者 就業率 実　施　時　期

15 板柳町 1 1 0

17 平内町 1 1 0

計 18地域 396 367 16

10 平川市 44 36 0

16 野辺地町 2 2 1

11 おいらせ町 5 5 1

12 六戸町 2 2 0

7 三沢市 6 6 0

18 三戸町 1 1 0

8 むつ市 4 4 0

14 中泊町 1 1 0

4 黒石市 46 41 3 訪問途中にて、発注に対する会員のマッチングの難しさから、会
員募集のみの訪問へ転換

9 つがる市 34 34 3 訪問途中にて、発注に対する会員のマッチングの難しさから、会
員募集のみの訪問へ転換

5 五所川原市 92 88 2

6 十和田市 23 22 2

八戸市 38 34 2

2 弘前市 34 33 1

3

1 青森市 61 55 1

番
号

地　　域
訪問件数 ポスター・チラシ

配布数　　　(件)
受注相談数 備　　　　　　考

(件) (件)
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(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

就業率＝就業者数/新規入会者数

 　連絡会議の実施

Ⅲ　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 〔決議事項〕
①給与規程の一部改正
②育児･介護休業等に関する規則の一部改正
③女性活躍推進委員会の設置
④回収不能債権の貸倒損失処理等
⑤令和2年度収支補正予算
⑥令和3年度事業計画及び収支予算
⑦令和3年度役員賠償責任保険契約

〔報告事項〕
①代表理事及び業務執行理事の職務執行状況
②一般会員の入会
③令和2年度事業実施状況

令和3年3月17日(水)

［オンライン］

〔決議事項〕
①令和元年度事業報告
②令和元年度収支補正予算
③令和元年度決算報告（監事監査報告）
④有料職業紹介事業紹介手数料規程の一部
　改正
⑤役員候補者の推薦
⑥令和2年度定時総会の開催

〔報告事項〕
なし

令和2年5月29日(金)

【決議の省略】

〔決議事項〕
①会長、副会長及び常務理事の選定

〔報告事項〕
①代表理事及び業務執行理事の職務執行状況

令和2年6月16日(火)

〈アピオあおもり〉

令和2年6月16日(火) 〔報告事項〕
①令和元年度事業報告
②令和元年度収支補正予算
③令和2年度事業計画
④令和2年度収支予算

〔決議事項〕
①令和元年度決算報告（監事監査報告）
②役員の選任〈アピオあおもり〉

年月日/開催形式 議　　題　　等

賛　助　会　員 49 団体 市町村30団体、その他19団体

年月日/開催場所 議　　題　　等

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 11 人 五戸町8人、南部町1人、階上町1人、鰺ヶ沢町1人

会員の種別 会　員　数 備　　　考

61.4% (35)

番
号

項　　　目 実施時期 会　議　内　容 出席機関

計 全18回 265 223 221 132 81

･高齢者活躍人材確保育成事業実施状況

連絡会議1 　令和2年10月28日(水)

・(一社)青森県経営者協会
・日本労働組合総連合会
　青森県連合会
・青森労働局
・青森県

・シルバー人材センターの紹介

5 33.3% 　 令和2年12月17日(木)

18 十和田市 15 6 6 6

17
放課後サポートスタッフ
講習 五所川原市 15 15 15

0 0.0% 　 令和3年2月19日(金)

4

16 八戸市② 15 11 10 2 2 18.2%
　 令和2年11月12日(木)
        ～11月13日(金)

就業者 就業率

28.6%
　 令和2年10月26日(月)
　　　　～10月27日(火)

15 八戸市① 15 11 10 5 6 54.5%
　 令和2年10月29日(木)
        ～10月30日(金)

14
キッチンスタッフ講習

青森市 15 14 14 6 4

　　(％) (うち講習日数)
修了者 新規入会番

号
講　習　名 実施地域

定　員 開始者 実　施　時　期
　　(人) 数　(人) 数　(人) 者数(人) 数　(人)
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 　三役会議

第1回

第2回

３　支援要請活動

 　内容

　　「人生百年時代におけ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2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

(公社)むつ市シルバー人材センター

・設立30周年記念式典 令和2年12月10日(木) 〈むつ市〉

・通常総会 当初予定日 令和2年6月22日(月)

　　※　新型コロナウイルス感染防止のため中止

・第6回理事会 令和3年3月11日(木) [オンライン]

東北シルバー人材センター連絡協議会

・理事会 令和2年5月27日(水) 【決議の省略】

・第3回理事会 令和2年6月25日(木) 【決議の省略】

・第4回理事会 令和2年9月10日(木) [オンライン]

・事業報告に係る提出書の作成に関する説明会 令和2年12月18日(金) 〈青森市〉

(公社)全国シルバー人材センター事業協会

・定時総会 令和2年6月25日(木) 【書面による議決権行使】

・青森県監査委員監査 令和2年9月18日(金)

会議主催者・会議名 年月日　/　開催場所・形式

青森県

青森県

・令和元年度県補助金に係る検査 令和2年5月22日(金)

・令和元年度高齢者ｽｷﾙｱｯﾌﾟ・就職促進事業に係る監査 令和2年5月25日(月)

・高年齢者就業機会確保事業費等補助金の経理事務指導 令和2年11月30日(月)

厚生労働省青森労働局

・令和元年度高齢者活躍人材確保育成事業に係る監査 令和2年5月25日(月)

連合会

・監事監査 令和2年5月18日(月) 七戸町、板柳町

令和2年8月19日(水) 相馬商工労働部長
下井田商工労働部次長
細川労政・能力開発課長　他10：30～11：00

実施主体及び監査・検査名 年　月　日 備　考

要　請　先 年　月　日 応　対　者 要　請　者

厚生労働省
青森労働局

令和2年8月19日(水)
請園労働局長　他 波岸会長

髙橋副会長
今村副会長
木元常務理事

11：10～11：40

青森県

①令和2年度第1回理事会(決議の省略)に提出する議案等
②令和2年度シルバー人材センター事業実施計画
③令和2年度高齢者活躍人材確保育成事業実施計画
④令和元年度業務拡大の指定

令和2年5月20日(水)

令和2年5月21日(木)

【持ち回り】

①令和2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シルバー人材センター事業実績
④事故発生状況
⑤各委員会の報告
⑥全シ協都道府県シルバー連合事務局長会議の情報
⑦東北シルバー人材センター連絡協議会の情報

令和3年3月3日(水)

［オンライン］

年月日/開催形式 議　　題　　等
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　令和２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。

事業報告の附属明細書

－9－


