
【概要】

Ⅰ　シルバー人材センター事業

１　会員及び就業機会の拡大

◇　第2次会員100万人達成計画に対する会員数の目標達成状況

　継続勤務年数の目標達成状況

※　計画期間　令和2年10月1日～令和4年9月30日

 　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

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

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

　青森県内の23箇所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、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にふさわしい就業機会の提供に努めてきた

ところである。

　しかしながら、一昨年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、その収束が見通

せない中、本県の雇用・経済情勢は引き続き厳しい状況が続いており、加えて70歳までの高年

齢者就業確保措置が努力義務化されたこと等を受け、シルバー人材センター事業（以下「シル

バー事業」という。）においても会員数の減少等大きな影響を受けているところである。

　このような状況下、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や市町村広報紙等によるシルバー事業の周知・広

報活動及び各センターとの連携による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、県

内センターと連携し、シルバー事業の発展・拡充のため、安全・適正就業の推進を始め、「会

員の拡大」とりわけ「女性会員の確保」に重点的に取り組み、センターの事業活動の推進に努

めた。

　以下、令和３年度の事業実施状況等を報告する。

　活力ある地域社会づくりに寄与するため、シルバー事業を展開し、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、「会員の拡大」及

び「就業機会の拡大」に係る指導・助言、情報提供を行うとともに、全県において女性会員

の確保を重点的に取り組んだ。

項　　目 令和3年度 令和3年度目標数 割合(％)

女性割合(％) 32.7 40.0 △ 7.3

平均継続勤務年数(年) 6.82 6.10 0.72

会員数(人) 6,272 8,105 77.4

◇　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画に対する派遣労働会員の女性割合及び平均

項　　目 令和3年度 令和3年度目標数 差異( 、年)

受注件数 センター　/　受注内容 備　　考

3件 弘前市/雪囲い、中泊町/除草、大鰐町/剪定

受入センター 会員数 会員の居住地(内訳)

八戸市、つがる市 9人 五戸町6人、階上町1人、鰺ヶ沢町2人
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 　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）

 　女性活躍推進委員会の開催

 　女性活躍推進研修会の開催

 　小規模シルバー人材センターの事業推進のための支援、情報提供等

①　板柳町シルバー人材センターに対する会員拡大及び就業拡大等に係る支援

②　小規模シルバー人材センター対象のインボイス制度勉強会の開催

 　シルバー人材センター未設置地域の設置促進

・　シルバー人材センター事業の周知活動・情報収集

２　有料の職業紹介

・　有料職業紹介事業実績

（紹介金額:賃金額及び紹介手数料の合計額）

受注件数(件) 36,229 36,070 100.4

契約金額(円) 2,915,849,545 2,886,240,871 101.0

項　　目 令和3年度 令和2年度 前年度比(％)

会員数(人) 6,272 6,451 97.2

会員数(人) 6,272 6,451 97.2

受注件数(件) 35,601 35,434 100.5

就業延人員(人日) 578,364 580,714 99.6

項　　目 令和3年度 令和2年度 前年度比(％)

項　　目 年　月　日　/　開催形式

第1回女性活躍推進委員会 令和3年6月23日(水) ［オンライン］

第2回女性活躍推進委員会 令和4年2月22日(火) ［オンライン］

契約金額(円) 2,203,164,436 2,203,560,596 100.0

就業延人員(人日) 464,193 468,984 99.0

第1回インボイス制度勉強会 令和3年11月17日(水) ［オンライン］

第2回インボイス制度勉強会 令和3年12月22日(水) ［オンライン］

項　　目 年　月　日　/　開催場所

きらり！女性活躍ミーティング 令和3年11月12日(金) 〈青森市 アスパム〉

項　　目 年　月　日　/　開催形式

東通村社会福祉協議会 令和3年12月23日(木)

東通村社会福祉協議会 令和4年3月28日(月)

訪　問　先 年　月　日 備　　考

東通村、東通村社会福祉協議会 令和3年11月2日(火)

紹介者数(人) 59 61 96.7

紹介件数(件) 28 27 103.7

　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。

項　　目 令和3年度 令和2年度 前年度比(％)

実施事務所名 八戸、十和田、むつ 八戸、十和田、むつ ―

紹介手数料(円) 2,262,684 1,882,514 120.2

紹介金額(円) 22,833,597 18,997,026 120.2
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３　労働者派遣

 　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

４　普及啓発

 　「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　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3年10月20日(水)

②　月間中の参加者数 532人

５　安全・適正就業の推進

 　安全・適正就業対策推進委員会の開催

 　安全・適正就業に係る研修会等の開催

 　安全・適正就業強化月間の設定

・　７月を安全・適正就業強化月間に設定し、一層の安全・適正就業を推進

 　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

派遣登録会員数(人) 2,541 2,504 101.5

受注件数(件) 628 636 98.7

　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。

項　　目 令和3年度 令和2年度 前年度比(％)

項　　目 年　月　日　/　開催形式

第1回シルバー派遣事業運営委員会 令和3年10月21日(木) ［オンライン］

第2回シルバー派遣事業運営委員会 令和4年1月17日(月) ［オンライン］

契約金額(円) 712,685,109 682,680,275 104.4

就業延人員(人日) 114,171 111,730 102.2

　普及啓発に係る指導・助言、情報提供等を行うとともに、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。

 　シルバー人材センター未設置町村及び小規模シルバー人材センターへ月刊誌の配布

　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。

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 令和3年7月2日(金) ［オンライン］

第2回安全・適正就業対策推進委員会

令和3年5月20日(木) 平川市シルバー人材センター

令和3年6月29日(火) 三沢市シルバー人材センター

令和3年7月7日(水) 黒石市シルバー人材センター

令和4年2月18日(金) ［オンライン］

項　　目 年　月　日 対象センター

安全･適正就業推進研修会
兼安全･適正就業パトロール

令和3年5月18日(火) おいらせ広域シルバー人材センター

令和3年5月19日(水) 十和田市シルバー人材センター

令和3年7月9日(金) 五所川原市シルバー人材センター

令和3年7月9日(金) つがる市シルバー人材センター
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 　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

③　安全就業通信の配信

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

 　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

 　会議等への出席

　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。

項　　目 年　月　日　/　開催形式

第1回事務局長会議 令和3年5月25日(火) ［オンライン］

項　　目 年　月　日　/　開催場所・形式

役員及び事務局長研修会 令和3年6月17日(木) 〈青森市 アスパム［オンライン］〉

職員研修会 令和3年9月10日(金) ［オンライン］

第2回事務局長会議 令和3年12月9日(木) ［オンライン］

第3回事務局長会議 令和4年3月11日(金) ［オンライン］

令和3年8月27日(金) 中部上北広域シルバー人材センター

令和3年9月2日(木) おいらせ広域シルバー人材センター

項　　目 年　月　日 対象センター

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3年7月26日(月) 黒石市シルバー人材センター

令和3年10月27日(水) 五所川原市シルバー人材センター

青森労働局の高年齢者就
業機会確保事業費等補助
金の経理事務指導に係る
立会い

令和3年11月18日(木) 平川市シルバー人材センター

令和3年11月19日(金) 五所川原市シルバー人材センター

令和3年11月24日(水) つがる市シルバー人材センター

令和3年11月25日(木) 中泊町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3年11月9日(火) むつ市シルバー人材センター

令和3年11月9日(火) 風間浦村シルバー人材センター

令和3年11月16日(火) 八戸市シルバー人材センター

定期指導
(個別訪問指導)

令和3年10月18日(月) 板柳町シルバー人材センター

令和3年10月29日(金) 黒石市シルバー人材センター

令和3年10月29日(金) 大鰐町シルバー人材センター

令和3年11月4日(木) 三沢市シルバー人材センター

令和3年11月4日(木)

・改正育児・介護休業法オンライン説明会 令和4年1月26日(水) ［オンライン］

青森県

・女性活躍推進オンライン研修会 令和3年9月6日(月) ［オンライン］

令和3年11月22日(月) 青森市シルバー人材センター

会議主催者・会議名 年月日　/　開催場所・形式

青森労働局

(公社)全国シルバー人材センター事業協会

・第2回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3年4月16日(金) ［オンライン］

・第1回都道府県シルバー連合事務局長会議 令和3年5月26日(水) ［オンライン］

・第1回青森県農業労働力確保戦略会議 令和3年9月9日(木) ［オンライン］

・第2回青森県農業労働力確保戦略会議 令和4年3月25日(金) ［オンライン］

・第3回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3年7月19日(月) ［オンライン］

・会員拡大・就業開拓担当者会議 令和3年8月23日(月) ［配信］
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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)

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セミナーの実施

 　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

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

・定期指導 令和3年9月22日(水) ［オンライン］

・適正就業担当者会議 令和3年10月18日(月) ［配信］

・会計・経理実務担当者会議[リアル会議] 令和3年10月25日(月) 〈東京都〉

・第2回都道府県シルバー連合事務局長会議 令和3年10月6日(水) ［オンライン］

・第4回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3年10月12日(火) ［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4年1月12日(水) ［オンライン］

・安全就業指導員会議[リアル会議] 令和4年1月14日(金) 〈東京都〉

・会計・経理実務担当者会議 令和3年11月15日(月) ［配信］

・福祉・家事援助サービス担当者会議 令和3年12月20日(月) ［配信］

・インボイス制度等の導入に伴う会計･経理検討委員会委員による打合せ会 令和4年3月16日(水) ［オンライン］

東北シルバー人材センター連絡協議会

・安全就業指導員会議 令和4年1月31日(月) ［配信］

・シルボンヌ全国大会ｉｎ東京2021 令和4年2月4日(金) ［配信］

・第2回幹事会 令和4年2月7日(月) ［オンライン］

東北6県シルバー人材センター連合会

・第1回人材育成東北担当者情報交換会 令和3年10月14日(木) ［オンライン］

・第1回幹事会 令和3年4月15日(木) ［オンライン］

・臨時幹事会 令和3年7月6日(火) 〔書面通知〕

・ＮＲＩユーザー研修会 令和3年8月19日(木) ［オンライン］

青森県後期高齢者医療広域連合

・青森県後期高齢者医療広域連合運営懇談会 令和4年1月7日(金) 〈青森市〉

・第2回人材育成東北担当者情報交換会 令和4年3月3日(木) ［オンライン］

ＮＲＩ社会情報システム㈱

・ＮＲＩ顧客セミナー 令和3年6月25日(金) ［オンライン］

　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や、また、企業の中

には高年齢者の活用に慎重な企業もみられる。

　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促進を図った。
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２　事業目標と実績

・　新規会員数

・　目標：108人以上

・　実績：291人〔入会経路：テレビＣＭ129人、市町村広報61人、技能講習59人、

　　　　　　　　 リーフレット17人、ポスター18人、セミナー・説明会7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　各種広報媒体の活用

②　青森県主催シニア向け合同企業説明会等への参加

③　セミナー（入会説明会）の開催

 　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

番
号

広　　報　　媒　　体 掲　載　広　報　物　等 備　　　　　　考

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、公共施設等に
掲示

4 ＴＶパブリシティ テレビ情報番組による会員募集、技能講習等の宣伝
原稿読み20回、出演9回、取材
3回

5 市町村広報 市町村広報に会員募集広告を掲載 2回

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

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258本
ABA年間259本

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

番
号

実施地域
実施時期 内　　　　　容 備　　　　　考

会場名

1
青森市
アウガ

　令和3年10月22日(金)
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
八戸市

ユートリー
　令和3年10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

3
青森市

サンロード青森
　令和4年2月8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

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

番
号

対象センター 実施時期 内　　　　　容 備　　　　　考

令和4年1月25日(火)

4 十和田市ＳＣ 令和4年1月19日(水)

1 青森市ＳＣ 令和4年2月16日(水)

ハウスクリーニング業者を講師に招き、水
回り清掃の「セミナー」開催後、「入会説明
会」を実施

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止2 弘前市ＳＣ 令和4年2月9日(水)

3 八戸市ＳＣ

5 おいらせ広域ＳＣ 令和4年1月27日(木)

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

6 中部上北広域ＳＣ 令和4年1月31日(月)

7 板柳町ＳＣ 令和4年2月8日(火)

実　施　時　期
　　(人) 数　(人) 数　(人) (うち講習日数)

1 放課後児童クラブ就業体験 つがる市 15 12

番
号

就業体験名 実施地域
定　員 開始者 修了者

12 令和3年11月5日(金)

2 放課後児童クラブ就業体験 むつ市 15 15 15 令和4年3月25日(金)

1 青森市 16 16 1 シニア向け企業合同説明会（青森市会場）参加企業16社

番
号

実施地域
訪問件数 ポスター・チラシ

配布枚数　 (枚)
受注相談件数 備　　　　　　考

(件) (件)

計 2地域 30 27 27

計 2地域 32 32 1

2 八戸市 16 16 0 シニア向け企業合同説明会（八戸市会場）参加企業16社
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 　技能講習の実施

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

就業率＝新規入会者数/開始者数

 　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

新規入会 就業者 就業率 実　施　時　期
　　(人) 数　(人) 数　(人) 者数(人) 数　(人) 　　(％)
定　員 開始者 修了者

(うち講習日数)
番
号

講　習　名 実施地域

　 令和3年6月24日(木)
　　　　～6月25日(金)

2 風間浦村 15 16 16 6 14 87.5%
　 令和3年6月29日(火)
  　　  ～6月30日(水)

1
刈払機操作講習

田舎館村 15 11 11 11 8 72.7%

8 88.9%
　 令和3年7月5日(月)
　　　　～7月6日(火)

4
庭木剪定講習

八戸市 20 24 24 20

3 野辺地町 15 9 9 7

11 45.8%
　 令和3年10月4日(月)
　　　  ～10月5日(火)

　 令和3年11月5日(金)

6 むつ市 15 15 15 9 3 20.0% 　 令和4年3月25日(金)

5
放課後サポートスタッフ
講習 つがる市 15 12 12 3 4 33.3%

　 令和4年3月23日(水)

8 五所川原市 15 5 5 2 1 20.0% 　 令和4年3月22日(火)

7
家事代行・ハウスクリーニ
ング講習 弘前市 15 12 12 1 0 0.0%

1 連絡会議 令和3年12月13日(月)

・放課後児童クラブの活動に対するシ
ルバー人材センター会員の就業機会
拡大等（シルバーの現役世代への支
援の強化）

・(一社)青森県保育連合会
・青森労働局
・青森県健康福祉部こどもみらい課
・青森県商工労働部労政・能力開発課
・青森県教育委員会生涯学習課

会員の種別 会　員　数 備　　　考

(12)

番
号

項　　　目 実施時期 内　　　　　容 出席機関

8地域 125 104 104 59 49 47.1%計

賛　助　会　員 48 団体 市町村30団体、その他18団体

年月日/開催場所 議　　案　　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 9 人 五戸町6人、階上町1人、鰺ヶ沢町2人

〔決議事項〕
①令和2年度事業報告
②令和2年度収支補正予算
③令和2年度決算報告（監事監査報告）
④令和3年度収支補正予算
⑤定款の変更
⑥令和3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
の報告
②一般会員の退会
〔情報提供〕
①インボイス制度が予定どおり実施された場合の
対応等
②令和2年度シルバー人材センター事業実績
③令和3年度高齢者活躍人材確保育成事業実
施計画
④東北シルバー人材センター連絡協議会の情報
〔意見交換〕
・退会抑制に係る意見交換

令和3年6月1日(火)

［オンライン］

令和3年6月17日(木) 〔決議事項〕
①令和2年度決算報告（監事監査報告）
②定款の変更

〔報告事項〕
①令和2年度事業報告
②令和2年度収支補正予算
③令和3年度事業計画
④令和3年度収支予算
⑤令和3年度収支補正予算

〈アスパム〉

［オンライン］併催

年月日/開催形式 議　　案　　等
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第2回

第3回

 　三役会議

第1回

第2回

第3回

３　支援要請活動

 ①　要請内容

  　　｢超高齢社会にチャレンジするシルバー人材センターの決意と支援の要望｣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和3年度全シ協定時総会決議）

　②　要請先等

年月日/開催形式 議　　案　　等

年月日/開催形式 議　　案　　等
①令和3年度第1回理事会に提出する議案等
〔情報提供〕
①インボイス制度が予定どおり実施された場合の対応等
②令和2年度シルバー人材センター事業実績
③令和3年度高齢者活躍人材確保育成事業実施計画
④東北シルバー人材センター連絡協議会の情報

令和3年5月20日(木)

［オンライン］

①令和3年度第2回理事会に提出する議案等
〔情報提供〕
①令和3年度高齢者活躍人材確保育成事業実施状況
②令和3年度シルバー人材センター事業実績
③令和3年度事故発生状況
④全シ協都道府県シルバー連合事務局長会議の情報
⑤インボイス制度に係る特例措置が認められなかった場合の対応等

令和3年12月3日(金)

［オンライン］

〔決議事項〕
①就業規則の一部改正
②公益法人の自己検査に関する要綱の制定
〔協議事項〕
①令和4年度会員拡大に係る広報媒体(テレビ
ＣＭ)

〔報告事項〕
①代表理事及び業務執行理事の職務執行状況
報告
②一般会員及び賛助会員の入退会
③女性活躍推進委員会設置要綱の一部改正
④令和3年度事業実施状況等
〔情報提供〕
①令和3年度高齢者活躍人材確保育成事業実
施状況
②令和3年度シルバー人材センター事業実績
③令和3年度事故発生状況
④全シ協都道府県シルバー連合事務局長会議
の情報
⑤インボイス制度に係る特例措置が認められな
かった場合の対応等

令和3年12月17日(金)

［オンライン］

〔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入会及び退会に関する規程の一部改正
④正会員の入会
⑤従たる事務所の所在場所変更
⑥令和3年度収支補正予算
⑦令和4年度事業計画及び収支予算
⑧令和4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
報告
②賛助会員の入会
③税務調査
④令和3年度事業実施状況
〔その他〕
①シルバー人材センターにおけるインボイス制度
〔情報提供〕
①各委員会の報告
②令和3年度事故発生状況
③シルバー人材センターとの契約における適正
な価格転嫁
④青森銀行における｢振込依頼書｣
⑤全シ協都道府県シルバー連合事務局長会議
の情報
⑥東北シルバー人材センター連絡協議会の情報
⑦令和4年度会議日程等

令和4年3月18日(金)

［オンライン］

青森労働局 令和3年8月23日(月)
高橋労働局長
井上職業安定部長　他 波岸会長

髙橋副会長
木元常務理事青森県 令和3年8月24日(火)

相馬商工労働部長
山口労政・能力開発課長　他

①令和3年度第3回理事会に提出する議案等
〔情報提供〕
①各委員会の報告
②令和3年度事故発生状況
③シルバー人材センターとの契約における適正な価格転嫁
④青森銀行における｢振込依頼書｣
⑤全シ協都道府県シルバー連合事務局長会議の情報
⑥東北シルバー人材センター連絡協議会の情報
⑦令和4年度会議日程等

令和4年3月4日(金)

［オンライン］

要　請　先 年　月　日 応　対　者 要　請　者
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 ①　要請内容

　　　｢インボイス制度の特例的措置に係る支援要望｣

　②　要請先等

４　監査・指導等

５　会議等への出席

要　請　先 年　月　日 応　対　者 要　請　者

自由民主党シルバー人材センター活性化
議員連盟　衆議院議員 江渡聡徳 事務所

令和3年7月26日(月) 江渡聡徳　代議士

波岸会長
木元常務理事

自由民主党シルバー人材センター活性化
議員連盟　衆議院議員 木村次郎 事務所

令和3年7月28日(水)

連合会

・監事監査 令和3年5月18日(火) 七戸町、平川市

木村次郎　代議士

自由民主党シルバー人材センター活性化
議員連盟　衆議院議員 津島 　淳 事務所

令和3年8月10日(火) 津島　淳　代議士

実施主体及び監査・検査名 年　月　日 備　考

・令和2年度高齢者活躍人材確保育成事業に係る監査 令和3年5月21日(金)

・令和2年度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3年11月30日(火)

・事務局内部自己検査 令和4年2月10日(木)

青森労働局

青森県

・令和2年度県補助金に係る検査 令和3年5月24日(月)

青森税務署

・税務調査 令和4年2月14日 ～15日 

(公社)全国シルバー人材センター事業協会

・第1回理事会 令和3年5月13日(木) [オンライン]

・定時総会 令和3年6月24日(木) 〔書面議決〕

会議主催者・会議名 年月日　/　開催場所・形式

青森県

・事業報告等に係る提出書類の作成に関する説明会 令和3年12月10日(金) 〈青森市〉

[オンライン]

・第6回理事会 令和4年3月10日(木) [オンライン]

・第3回理事会 令和3年6月24日(木) [オンライン]

・第4回理事会 令和3年9月9日(木) [オンライン]

・通常総会 令和3年6月21日(月) 〔書面議決〕

・臨時理事会 令和3年7月30日(金) 〔書面議決〕

東北シルバー人材センター連絡協議会

・理事会 令和3年5月27日(木) 〔書面議決〕

事業報告の附属明細書

　令和３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。

・臨時総会 令和3年8月27日(金) 〔書面議決〕

(公社)黒石市シルバー人材センター

・創立30周年記念式典 令和3年6月3日(木) 〈黒石市〉

全国シルバー人材センター企業年金基金

・第3回代議員会 令和3年7月20日(火) 〔書面議決〕

・第4回代議員会 令和4年2月16日(水) 〔書面議決〕

・第5回理事会・部会 令和4年2月3日(木)
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