
第 2号報告                            別 冊 

 

公益社団法人渋谷区シルバー人材センター 

第 1次中期計画 

２０１９年度～２０２１年度 

 

 

豊かなシニアライフを ４２８ＳＣ 
 

ハチ公と桜の写真 

 

 

 

2019年 4月 

公益社団法人 渋谷区シルバー人材センター 

 



1 
 

はじめに 

 

 

 会員の皆様には、渋谷区シルバー人材センター運営にご協力を頂きまして感謝申し

上げます。 

 人生百年時代の真っただ中にある現在、60～70 歳で定年後にどのように幸せな人

生を築いていくかということは、とても重要なことです。 

 退職後は自由な時間を沢山持っています。しかし、それだけで満足な日々を過ごし

ていけるでしょうか。十分なお金があっても、充実した日々を送るためには工夫が必

要です。自由な時間を社会貢献に利用し、いつまでも社会の一員であるという実感を

持って人生を過ごしてみては、いかがでしょうか。 

定年後 30 年にわたる長い時間を有効に社会に活かし、社会の一員であるという実

感を得つつ日々過ごしていくことが大切であり、その選択肢の一つとして、渋谷区シ

ルバー人材センターの会員として活動することが挙げられます。 

渋谷区シルバー人材センターは、いつまでも就労を通して社会に貢献し、生きがい

とやりがいを持ち、地域社会と繋がりをもって生活できるよう、お互いに支え合う仲

間同士の集まりです。 

 少子高齢化の急伸増大、人手不足による経済状況への影響、外国人労働者の受け入

れ拡大、定年制の延伸等、就労環境は大きく変化しようとしています。 

 この社会変化の中で、渋谷区シルバー人材センターへの役割は益々増大しています。 

会員一人ひとりの満足度を高め、社会の信頼を勝ち取るために、渋谷区シルバー人

材センターは、現状に満足することなく、日々改善を図り、新たな分野に挑戦し、日々

成長していくことが必要です。 

 この渋谷区シルバー人材センター第 1次中期計画は、会員が明日に希望を持ち、輝

かしい未来を目指していくために必要となる、日々の改善の取組み、新たな分野へ挑

戦するための「道しるべ」と言えるものです。 

 この計画を一つひとつ現実のものとしていくため、会員の皆様のご理解とご協力を

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

2019年（平成 31年）4月 

 

公益財団法人渋谷区シルバー人材センター  

会 長  新 倉    要 
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第 1章 中期計画策定の基本的考え方 

 

 

1. 計画策定の趣旨 

 

これまで、公益社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、この章において「セ

ンター」という。）は、単年度サイクルの事業計画に基づき運営されてきました。 

しかし、「運営」という受動的立場を離れて「経営」という能動的視点に立ち、将来

を見据え継続的に組織を発展させるためには、体系的な一貫した計画が必要となるこ

とは言を待ちません。 

本中期計画は、センター全会員に対し、将来展望を明らかにし、年度を越えた中期

的事業経営のあり方と会員活動の指針を示すものです。 

 

 

２．基本理念と基本方針 

 

 渋谷区は、「ちがいをちからに変える街。渋谷区」をキャッチフレーズに、「成熟し

た国際都市」を目指しています。そして、その原動力となっている理念が、「ダイバー

シティ」と「インクルージョン」です。 

「ダイバーシティ」とは、社会の持つ多様性に着目し、多様な人材を社会の財産と

考え積極的に活用しようという考え方です。 

また、「インクルージョン」とは、一人ひとりの多様な経験や技能・能力を認め合

い、対等に関りを持っていくという考え方です。 

 これらの理念は、センターのあり方にも通ずるものです。 

 

センターは、「社会参加の意欲ある健康な高齢者に対し、地域社会と連携を保ちな

がら、その希望、知識及び経験に応じた就業並びに社会奉仕等の活動機会を確保し、

生活感の充実及び福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域

社会づくりに寄与すること」を目的としています。（センター定款第 3条） 
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基本理念 

 

「ダイバーシティ」 

センターは、高齢者を地域社会の財産と考え、就労を通してあらゆる高齢者

を各分野で積極的に登用していく取り組みを行います。 

「インクルージョン」 

センターは、年齢に裏打ちされた高齢者の多様な経験や、長年培ってきた

技能・能力を認め活用していく取り組みを行います。

 

基本方針 

 

１ 会員の自主・自立、共働・共助を尊重します。 

２ シルバー就業を通して、会員一人ひとりに生きがいを提供します。 

３ 仲間と働く喜びを創出します。 

４ 社会参加を通して、地域福祉を支え、地域コミュニティの活性化に貢献します。 

 

 

 

 

３．計画期間 

 

本計画の期間は、2019年度から 2021年度までの 3か年を計画期間とします。 

 

 

４． 進行管理 

 

(1) 執行機関である理事会が、年度毎に計画進捗状況を評価し、事業成果をまとめ、

定時総会において報告し、センターの経営状況を会員と共有します。 

 

(2) 理事会は、計画の進捗状況に合わせ、次年度の取組み向けて、必要に応じて計画

の修正を行い、目標達成を目指します。 

 

(3) 計画期間内に経済、社会情勢等に変化が生じた場合は、必要に応じて計画を見直

すこととします。 
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①
②

①
②

①
② 独自事業運営体制の整備

①
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① 体験就業(お試し就業)の実施
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③
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ホームページによる
　　　　　対外向け情報発信の充実

会員向け情報発信
　　　　　　　　　　の改善

(1)

対外向け情報発信
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(2)
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(1)
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(2)

会員スキルを活用した事業開拓

ジョブコーディネーター（就業支援
員）の配置の研究

③

新入会員オリエンテーションの充実

予備登録制度(仮称)の創設

退会会員アンケート調査の継続

就業基準委員会の設置

新着就業情報の公開

① 福祉・生活支援事業の推進

事故検証と事故防止情報の共有

第8章
　組織の活性化と改革

第7章
　地域班将来像の検討

広報委員会（仮称）の設置

(2) IT化の推進 ① IT化推進計画の策定

支所・作業場所設置の検討

(1) センター組織の充実
委員会組織の見直し

第3章
　事業活動の充実

第4章
　就業機会の拡大

第5章
　会員組織の拡充

第6章
　情報発信機能の充実
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(3) センター独自事業の創業

(4)
福祉・生活支援事業の
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(1) 就業環境の改善
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(3) 安全就業の推進

マイナスイメージの払拭

第２章 中期計画の体系 
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第３章 分野別計画 「事業活動の充実」 

 

 

１． 現状と課題 

 

事業別契約金額の推移（単位：円） 

業務内容 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

公

共

事

業 

建物管理 125,372,796 122,385,967 115,604,519 118,289,546 

駐輪場 30,005,779 30,417,646 31,163,045 31,840,897 

屋外施設 5,557,592 5,805,353 4,715,801 1,758,150 

屋外清掃 52,544,251 49,800,379 51,200,455 52,251,494 

安全誘導 34,351,232 35,874,148 35,755,560 34,284,600 

広報 5,953,347 5,667,709 6,601,799 6,800,462 

その他 15,970,351 13,296,100 13,085,807 13,137,612 

計 269,755,348 263,247,302 258,126,986 258,362,761 

民

間

事

業 

地域サービス 30,577,641 27,689,607 27,154,970 27,019,127 

 家事援助 18,725,709 17,052,122 18,319,083 19,172,316 

植木剪定 4,874,474 3,675,974 3,078,778 2,735,235 

除草作業 4,500,836 4,429,276 3,518,104 3,376,341 

襖・障子 2,476,622 2,532,235 2,239,005 1,735,235 

軽作業代行 11,382,990 10,423,731 10,776,340 10,198,970 

事務系 15,683,482 13,869,781 10,623,077 2,202,525 

 一般事務 5,090,747 4,601,215 4,234,928 2,026,314 

経理事務 6,634,388 6,356,760 5,723,297 0 

整理事務 3,958,347 2,911,806 664,852 176,211 

建物管理 42,641,146 43,735,517 43,323,612 37,519,508 

屋内清掃 61,191,706 60,496,019 59,788,696 56,618,103 

屋外清掃 19,495,264 20,562,929 19,508,035 19,463,194 

駐車場管理 19,659,306 16,489,911 15,536,978 17,694,369 

その他 53,684,593 58,819,784 54,380,614 56,428,622 

計 254,316,128 252,087,279 241,092,322 227,144,418 

合 計 524,071,476 515,334,581 499,219,308 485,507,179 
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公益社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、この章において「センター」

という。）の 2015年度から 2018年度の過去 4年間の契約金額の推移を見ると、2015

年度をピークに減少傾向をたどっています。このことから事業活動を充実し、契約

金額を拡大していくことが喫緊の課題となります。 

 

２．重点取組事項 

 

公共部門の受注は、渋谷区の施策方針との関連性が高く、センターが独自に開

拓していくことに難しさがあります。 

 今後、センターの事業活動の充実を図るため、(1)就業開拓体制の確立 (2)シ

ルバー派遣の本格実施 (3)センター独自事業の創業 (4)福祉・生活支援事業の

推進 以上 4項目を重点取組事項とします。 

 

(1)  就業開拓体制の確立 

 

① 就業開拓員による就業開拓 

 

 受注を拡大するためには、発注が来るのを待つという受動的な姿勢ではな

く、就業先を新たに開拓するという能動的な「経営」意識へ気持ちを切り替え

ることが必要です。 

多様な就労先を開拓するため、就業開拓員を設置し、3年をスパンとした計

画の中で、請負事業に加え派遣事業の新規受注を開拓するとともに、独自事業

を立ち上げ、事業拡大の道筋を定着させます。 

《関連事項》 
 就業開拓員による就業開拓を支援するために、第 6 章「情報発信機能の充実―(2)対
外向け情報発信の改善」の項目で計画されている「①ホームページによる対外向け情
報発信の充実」、「②広報パンフレットのリニューアル」、「③業務案内パンフレットの
リニューアル」が重要です。（26 頁～27 頁参照） 

 

② 会員スキル登録制度（仮称）の構築 

 

 発注先の多様なニースに的確に応え、効果的に就業開拓を行うために、就労

会員の技能・技術・資格・就業希望を的確に把握した基礎資料を準備すること

が重要です。 

しかし現状、センター各会員の技能・技術や公的資格の把握はまだ不十分で

す。そのため、会員スキル登録制度(仮称)を立ち上げ、データベースを構築
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第３章 分野別計画 「事業活動の充実」 

 

 

１． 現状と課題 

 

事業別契約金額の推移（単位：円） 

業務内容 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

公

共

事

業 

建物管理 125,372,796 122,385,967 115,604,519 118,289,546 

駐輪場 30,005,779 30,417,646 31,163,045 31,840,897 

屋外施設 5,557,592 5,805,353 4,715,801 1,758,150 

屋外清掃 52,544,251 49,800,379 51,200,455 52,251,494 

安全誘導 34,351,232 35,874,148 35,755,560 34,284,600 

広報 5,953,347 5,667,709 6,601,799 6,800,462 

その他 15,970,351 13,296,100 13,085,807 13,137,612 

計 269,755,348 263,247,302 258,126,986 258,362,761 

民

間

事

業 

地域サービス 30,577,641 27,689,607 27,154,970 27,019,127 

 家事援助 18,725,709 17,052,122 18,319,083 19,172,316 

植木剪定 4,874,474 3,675,974 3,078,778 2,735,235 

除草作業 4,500,836 4,429,276 3,518,104 3,376,341 

襖・障子 2,476,622 2,532,235 2,239,005 1,735,235 

軽作業代行 11,382,990 10,423,731 10,776,340 10,198,970 

事務系 15,683,482 13,869,781 10,623,077 2,202,525 

 一般事務 5,090,747 4,601,215 4,234,928 2,026,314 

経理事務 6,634,388 6,356,760 5,723,297 0 

整理事務 3,958,347 2,911,806 664,852 176,211 

建物管理 42,641,146 43,735,517 43,323,612 37,519,508 

屋内清掃 61,191,706 60,496,019 59,788,696 56,618,103 

屋外清掃 19,495,264 20,562,929 19,508,035 19,463,194 

駐車場管理 19,659,306 16,489,911 15,536,978 17,694,369 

その他 53,684,593 58,819,784 54,380,614 56,428,622 

計 254,316,128 252,087,279 241,092,322 227,144,418 

合 計 524,071,476 515,334,581 499,219,308 485,507,179 
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し、就業開拓員の就業開拓に活用する体制を整備します。 

《関連事項》 
 会員のスキル調査は、第 7 章「地域班将来像の検討―(1)地域班の現状把握と改善」
の項目で 2019 年度に計画されている「①会員意向調査の実施」の調査の中で行いま
す。                             （29 頁参照） 

《関連事項》 
新入会員のスキル把握も同様に実施します。第 5章「会員組織の拡充―(1)会員数拡

大」の項目で計画されている「③入会説明会面接マニュアルの整備」にあたり、会員
スキル登録調査と同様の取り組みを行い、就業開拓員の就業開拓に活用します。 

（19 頁～20 頁参照） 
 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1)-① 

就業開拓員による就業開拓 
準備・試行 実 施 継 続 

(1)-② 

会員スキル登録制度(仮称)の構築 
準備・調査 活 用 継 続 

 

 

(2)  シルバー派遣の本格実施 

 

① シルバー派遣就業先の開拓 

 

2018年度の定時総会において派遣事業に参入することが決議され、同年 10

月にはシルバー派遣事業所として登録が完了し、センターはシルバー派遣事業

に参入する態勢が整いました。 

2019年度から、社会教育館等施設管理業務がシルバー派遣事業に移行し、シ

ルバー派遣事業を開始することとなりました。 

今後、シルバー派遣は、経理事務等の事務補助、保育補助、高齢者施設での

運営補助、スーパーマーケット等商業施設での運営補助等が、候補となりま

す。他シルバー人材センターの先行事例を参考に、受注開拓を行います。 

  《関連事項》 
シルバー派遣就業先の開拓については、本章の「(1)就業開拓体制の確立―①就業開

拓員による就業開拓」で計画されている就業開拓員の業務の一環として、事務局と連
携しながら、就業開拓に取り組みます。              （7 頁参照） 
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② シルバー派遣会員登録の推進 

 

 シルバー派遣を本格実施するためには、派遣先の開拓と同時に会員のシルバ

ー派遣登録が必要です。シルバー派遣就業開拓には、その派遣分野へ派遣就業

を希望する会員動向を把握しておく必要があります。 

《関連事項》 
第 7 章「地域班将来像の検討―(1)地域班の現状把握と改善」の項目で 2019 年度に

計画されている「①会員意向調査の実施」の調査項目の中で、各会員のシルバー派遣
就業の意向調査を行います。（29 頁参照） 
《関連事項》 
 第 3 章「事業活動の充実―(1)就業開拓体制の確立」の項目で計画されている「②会
員スキル登録制度（仮称）の構築」の取り組みの一環として、会員のシルバー派遣登
録も整備する必要があります。(7 頁参照) 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(2)-① 

シルバー派遣就業先の開拓 
準備・試行 実 施 継 続 

(2)-② 

シルバー派遣会員登録の推進 

意向調査 

試 行 
実 施 継 続 

 

 

(3) センター独自事業の創業 

 

① 会員スキルを活用した事業開拓 

 

 2018年度、センターが独自事業として実施している事業は、粗大ごみ運びだ

し事業のみとなっています。 

 都内の各シルバー人材センターの独自事業の実施現状と比較すると、当セン

ターでは独自事業は未着手の分野であり、今後、センターの業容拡大の有力な

分野となっています。 

 センターでは、2019年 3月から、新たな独自事業として、「だれでも文章教

室」「シルバー包丁とぎサービス」を開始しました。 

2018年 11月、シルバー会員を講師とするカルチャー講座を実施するため、

会員の専門知識・専門技能を活用した講座実施の基礎調査を行い、意見・要望
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し、就業開拓員の就業開拓に活用する体制を整備します。 

《関連事項》 
 会員のスキル調査は、第 7 章「地域班将来像の検討―(1)地域班の現状把握と改善」
の項目で 2019 年度に計画されている「①会員意向調査の実施」の調査の中で行いま
す。                             （29 頁参照） 

《関連事項》 
新入会員のスキル把握も同様に実施します。第 5章「会員組織の拡充―(1)会員数拡

大」の項目で計画されている「③入会説明会面接マニュアルの整備」にあたり、会員
スキル登録調査と同様の取り組みを行い、就業開拓員の就業開拓に活用します。 

（19 頁～20 頁参照） 
 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020年度 2021年度 

(1)-① 

就業開拓員による就業開拓 
準備・試行 実 施 継 続 

(1)-② 

会員スキル登録制度(仮称)の構築 
準備・調査 活 用 継 続 

 

 

(2)  シルバー派遣の本格実施 

 

① シルバー派遣就業先の開拓 

 

2018年度の定時総会において派遣事業に参入することが決議され、同年 10

月にはシルバー派遣事業所として登録が完了し、センターはシルバー派遣事業

に参入する態勢が整いました。 

2019年度から、社会教育館等施設管理業務がシルバー派遣事業に移行し、シ

ルバー派遣事業を開始することとなりました。 

今後、シルバー派遣は、経理事務等の事務補助、保育補助、高齢者施設での

運営補助、スーパーマーケット等商業施設での運営補助等が、候補となりま

す。他シルバー人材センターの先行事例を参考に、受注開拓を行います。 

  《関連事項》 
シルバー派遣就業先の開拓については、本章の「(1)就業開拓体制の確立―①就業開

拓員による就業開拓」で計画されている就業開拓員の業務の一環として、事務局と連
携しながら、就業開拓に取り組みます。              （7 頁参照） 
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を含め、22件の申し出を受けています。まず、この基礎調査に基づき、実施を

検討し拡大を目指します。 

《関連事項》 
会員スキルを活用した事業開拓は、本章の「事業活動の充実―(1)就業開拓体制の確

立」の項目で計画されている「①就業開拓員による就業開拓」一環として、事務局と
連携しながら、コーディネートを行います。           （7頁参照） 

 

② 独自事業運営体制の整備 

 

新たに独自事業を創業するため、各地のシルバー人材センターの優良な先行

事例を視察し、具体的に事業立上げ・事業運営のノウハウ、事務処理手順等を

調査し、センターの独自事業運営体制の整備に取り組みます。 

《関連事項》 
独自事業を実施拡大していく上では、新たな活動拠点の確保が重要です。第 8 章

「組織の活性化と改革―(1)センター組織の充実」の項目で計画されている「③支所・
作業場所設置の検討」の中で、具体的な検討を行います。       （33 頁参
照） 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(3)-① 

会員スキルを活用した事業開拓 
準備・実施 拡 大 拡 大 

(3)-② 

独自事業運営体制の整備 

調査・研究 

試 行 
実 施 継 続 

 

 

(4) 福祉・生活支援事業の推進 

 

① 福祉・生活支援事業の推進 

 

 センターが実施している家事援助サービス、子育て支援サービス、渋谷区軽

作業代行サービス等の事業は、地域福祉を推進するという公益的な社会的要請

に応えるものであり、公益社団法人の責務を果たすための重要な事業です。 

 家事援助事業等を推進に当たっては、2016年度から 2018年度までの 3年

間、公益財団法人東京しごと財団の助成金を活用し、福祉・生活支援コーディ
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ネーターを配置し充実を図ってきました。 

2019年度以降も、引き続き福祉・生活支援コーディネーターの配置を継続

し、事業推進に取り組みます。 

《関連事項》 
福祉・生活支援事業では、区民の急な発注に対し迅速に対応することが重要です。 
第 4 章「就業機会の拡大―(2)会員就業率の向上」の項目で計画されている「②予備

登録制度（仮称）の創設」との連携を図ります。          （14 頁参照） 
《関連事項》 
 事業を推進するためには、第 6 章「情報発信機能の充実―(2)対外向け情報発信の改
善」の項目で計画されている「③業務案内パンフレットのリニューアル」の取り組み
の中で、区民向け案内を充実することが重要です。         （27 頁参照） 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(4)-①福祉・生活支援事業の推進 拡 大 拡 大 拡 大 

 

 

３．年度別目標契約金額 

 

  下記の目標金額を目指し、事業活動の充実を図ります。 

 

年度別 

目標契約金額 

2019年度 2020 年度 2021 年度 

請負と派遣を合わ

せた契約金額 

500,000千円 

請負と派遣を合わ

せた契約金額 

対前年度 2％増 

請負と派遣を合わ

せた契約金額 

対前年度 2％増 
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を含め、22件の申し出を受けています。まず、この基礎調査に基づき、実施を

検討し拡大を目指します。 

《関連事項》 
会員スキルを活用した事業開拓は、本章の「事業活動の充実―(1)就業開拓体制の確

立」の項目で計画されている「①就業開拓員による就業開拓」一環として、事務局と
連携しながら、コーディネートを行います。           （7頁参照） 

 

② 独自事業運営体制の整備 

 

新たに独自事業を創業するため、各地のシルバー人材センターの優良な先行

事例を視察し、具体的に事業立上げ・事業運営のノウハウ、事務処理手順等を

調査し、センターの独自事業運営体制の整備に取り組みます。 

《関連事項》 
独自事業を実施拡大していく上では、新たな活動拠点の確保が重要です。第 8 章

「組織の活性化と改革―(1)センター組織の充実」の項目で計画されている「③支所・
作業場所設置の検討」の中で、具体的な検討を行います。       （33 頁参
照） 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020年度 2021 年度 

(3)-① 

会員スキルを活用した事業開拓 
準備・実施 拡 大 拡 大 

(3)-② 

独自事業運営体制の整備 

調査・研究 

試 行 
実 施 継 続 

 

 

(4) 福祉・生活支援事業の推進 

 

① 福祉・生活支援事業の推進 

 

 センターが実施している家事援助サービス、子育て支援サービス、渋谷区軽

作業代行サービス等の事業は、地域福祉を推進するという公益的な社会的要請

に応えるものであり、公益社団法人の責務を果たすための重要な事業です。 

 家事援助事業等を推進に当たっては、2016年度から 2018年度までの 3年

間、公益財団法人東京しごと財団の助成金を活用し、福祉・生活支援コーディ
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第４章 分野別計画 「就業機会の拡大」 

 

 

１．現状と課題 

 

 仕事には、誰もがやりたいと思う人気のある仕事と、人気のない仕事があります

が、公益社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、この章において「センタ

ー」という。）の就労は、「共働・共助」を基本方針とし、会員が相互に協力し、助

け合いの気持ちを持って、受注した就業を分かち合うことを基本としています。 

 就業機会が拡大し、就業先がすべての会員に公平・円滑に開かれていることは、

各会員の満足度を高める重要な要素となっています。 

 

 

２．重点取組事項 

 

 就業機会を拡大し、会員の満足度を高めるために、(1)就業環境の改善 (2)会員

就業率の向上 (3)安全就業の推進 に取り組むことが重要です。 

 

 

(1)  就業環境の改善 

 

① 就業基準委員会の設置 

 

「公益社団法人渋谷区シルバー人材センター就業の基準に関する要綱」に基づ

く就業基準委員会を設置することにより、就業環境の変化に適切に対応し、シル

バー就業の基本理念である共働・共助に基づく就業を推進します。 

《関連事項》 
 第 8 章「組織の活性化と改革―(1)センター組織の充実」の項目で計画されている「①
委員会組織の見直し」の中で検討される組織の充実を図る取り組みの一環となります。 

（32 頁参照） 
 

② ワークシェアリングの推進 

 

 全会員に対し就業の機会が公平かつ円滑に割り振られるよう、会員同士の就業

の分かち合いを基本として「5 年ルール」を適切に運用し、会員に公平に就業が
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いきわたるよう、ワークシェアリングを推進します。 

 また、就業は週 20時間を基本とし、会員の高齢化に対応できるよう就業時間の

短縮について検討するとともに、長時間就業の現状について分析し、ワークシェ

アリングを推進します。 

 

③ 新着就業情報の公開 

 

単発事業を中心に迅速に就業希望を呼びかけ、会員全員を公平に扱うため、新

着就業情報の公開に取り組みます。 

新着就業情報の公開は、迅速性と会員に対する一斉公開が重要となるため、ホ

ームページを活用して運営します。 

《関連事項》 
新着就業情報の公開は、第６章「情報発信機能の充実―(1)会員向け情報発信の改

善」の項目で計画されている「①ホームページ「会員ページ」の活用充実」を図る取
り組みの一環となります。                    （25 頁参照） 

  
〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1)-①就業基準委員会の設置 実 施 継 続 継 続 

(1)-②ワークシェアリングの推進 実 施 継 続 継 続 

(1)-③新着就業情報の公開 
情報提供 

立上げ 
実 施 継 続 

 

④ 職群別定期情報交換会の開催 

 

 同種の就業についている会員同士が情報交換を行い、課題を共有して改善を

図るとともに、技能・知識の継承を行うことは、就業状況の改善に役立ちま

す。今後、定期的に職群別の情報交換会を開催していきます。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1)-④職群別情報交換会の開催 実 施 継 続 継 続 
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第４章 分野別計画 「就業機会の拡大」 

 

 

１．現状と課題 

 

 仕事には、誰もがやりたいと思う人気のある仕事と、人気のない仕事があります

が、公益社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、この章において「センタ

ー」という。）の就労は、「共働・共助」を基本方針とし、会員が相互に協力し、助

け合いの気持ちを持って、受注した就業を分かち合うことを基本としています。 

 就業機会が拡大し、就業先がすべての会員に公平・円滑に開かれていることは、

各会員の満足度を高める重要な要素となっています。 

 

 

２．重点取組事項 

 

 就業機会を拡大し、会員の満足度を高めるために、(1)就業環境の改善 (2)会員

就業率の向上 (3)安全就業の推進 に取り組むことが重要です。 

 

 

(1)  就業環境の改善 

 

① 就業基準委員会の設置 

 

「公益社団法人渋谷区シルバー人材センター就業の基準に関する要綱」に基づ

く就業基準委員会を設置することにより、就業環境の変化に適切に対応し、シル

バー就業の基本理念である共働・共助に基づく就業を推進します。 

《関連事項》 
 第 8 章「組織の活性化と改革―(1)センター組織の充実」の項目で計画されている「①
委員会組織の見直し」の中で検討される組織の充実を図る取り組みの一環となります。 

（32 頁参照） 
 

② ワークシェアリングの推進 

 

 全会員に対し就業の機会が公平かつ円滑に割り振られるよう、会員同士の就業

の分かち合いを基本として「5年ルール」を適切に運用し、会員に公平に就業が
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(2) 会員就業率の向上 

 

① 体験就業（お試し就業）の実施 

 

 体験就業（お試し就業）を実施します。 

お試し就業は、未就業会員の未体験職種に対する理解を深め、その就労の面白

さとやりがいに気づいてもらい、新たな就業に結びつけていこうとするもので

す。このことにより、就業会員が不足している職種の解消も併せて目指します。 

また、お試し就業は、新入会員へも積極的に働きかけ、スムーズな就業に導く

ための取り組みとします。 

実施にあたっては、公園やマンション等清掃分野、児童安全管理業務、家事援

助分野等、様々な就業分野を検討します。 

《関連事項》 
 第 5 章「会員組織の拡充―(2)退会会員減少対策の推進」の項目で計画されている「①
新入会員オリエンテーション」と連携して、新入会員に対する取り組みとして実施しま
す。                              （20 頁参照） 

 

② 予備登録制度（仮称）の創設 

 

シルバー就業では、会員がチーム・グループを編成し、一つの業務をローテー

ション就業することが基本となりますが、チーム・グループの構成人数が少なか

ったり、急に就労会員に様々な都合が発生したりした場合、ローテーションがう

まく回らず、対応に苦慮することがあります。 

ローテ―ション就業を円滑に運営するため、あらかじめ「ピンチヒッター」を

準備しておく仕組みともいえる予備登録制度（仮称）を創設します。 

 

<年度別計画> 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(2)-①  

体験就業(お試し就業)の実施 
準備・試行 実 施 継 続 

(2)-② 

予備登録制度（仮称）の創設 
準備・試行 実 施 継 続 
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(3)  安全就業の推進 

 

① 安全就業講習会の実施 

 

2018年度、12 地域班を 3つのブロックに分けて、年間３回の安全就業講習会

を開催しました。2019年度以降、講習会内容の充実を図り、年４回の安全就業

講習会を開催します。 

 

② 事故検証と事故防止情報の共有 

 

 事故再発防止を目指して、安全管理委員会ではセンター会員の就業中・就業途

上の事故を検証し、安全就業講習会で会員に情報提供しています。 

 今後もこの事故検証の取組みを継続し、ホームページや会員向け情報紙「ご安

全に」を活用して、事故防止情報を会員へお知らせします。 

 

③ 安全就業巡回指導の実施 

 

 安全管理委員による安全就業巡回指導は、就業現場の安全を確保し、事故未

然防止の取り組みとして継続していきます。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(3)-①安全就業講習会の実施 

(年 4回) 
実 施 継 続 継 続 

(3)-② 事故検証と 

事故防止情報の共有 
充 実 継 続 継 続 

(3)-③  

安全就業巡回指導の実施 
継 続 継 続 継 続 

 

３．３年後の到達ビジョン 

 

  3年間継続した就業環境の改善の取り組みと会員就業率を向上させるための取り組

み、また就業の基本となる安全就業を推進する取り組みを通して、会員一人ひとり

に就業機会に対する平等感、公平感が広がり、発注先の期待に応えてより多くの会

員が仕事に就くことのできる組織運営を到達すべき目標とします。  
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(2) 会員就業率の向上 

 

① 体験就業（お試し就業）の実施 

 

 体験就業（お試し就業）を実施します。 

お試し就業は、未就業会員の未体験職種に対する理解を深め、その就労の面白

さとやりがいに気づいてもらい、新たな就業に結びつけていこうとするもので

す。このことにより、就業会員が不足している職種の解消も併せて目指します。 

また、お試し就業は、新入会員へも積極的に働きかけ、スムーズな就業に導く

ための取り組みとします。 

実施にあたっては、公園やマンション等清掃分野、児童安全管理業務、家事援

助分野等、様々な就業分野を検討します。 

《関連事項》 
 第 5 章「会員組織の拡充―(2)退会会員減少対策の推進」の項目で計画されている「①
新入会員オリエンテーション」と連携して、新入会員に対する取り組みとして実施しま
す。                              （20 頁参照） 

 

② 予備登録制度（仮称）の創設 

 

シルバー就業では、会員がチーム・グループを編成し、一つの業務をローテー

ション就業することが基本となりますが、チーム・グループの構成人数が少なか

ったり、急に就労会員に様々な都合が発生したりした場合、ローテーションがう

まく回らず、対応に苦慮することがあります。 

ローテ―ション就業を円滑に運営するため、あらかじめ「ピンチヒッター」を

準備しておく仕組みともいえる予備登録制度（仮称）を創設します。 

 

<年度別計画> 

取り組み内容 2019 年度 2020年度 2021年度 

(2)-①  

体験就業(お試し就業)の実施 
準備・試行 実 施 継 続 

(2)-② 

予備登録制度（仮称）の創設 
準備・試行 実 施 継 続 
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第５章 分野別計画 「会員組織の拡充」 

 

 

 今後、60歳以上の高齢者人口は、益々増加していきます。この社会情勢の中で、会

員数が現状維持のまま足踏みを続けることは、組織衰退を意味します。 

 また、高齢者が長年にわたって培ってきた経験や知識・技能を活用し、働くことを

通して高齢者の希望や能力を活かす社会への転換が希求されている状況のなか、公益

社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、この章において「センター」という。）

の会員組織の拡充は、時代の要請と捉えなくてはなりません。 

 

 

１．現状と課題 

 

(1)  会員組織についての課題 

 

現在、渋谷区では介護保険を利用していない高齢者が 4万人以上いると言われてい

ますが、そのうちセンターの会員として活躍している人は、約 3％の 1240人程度（2019

年 3月現在）となっています。 

 全国のシルバー人材センター会員は、約 70 万人と年々減少しています。これを回

復するため、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会では、2018年度、今後

8 年間で 100 万人を目標とする計画を立てました。この計画を受け、公益財団法人東

京しごと財団では、都内の各シルバー人材センターへ会員目標値を提示しており、セ

ンターでは、2024年度末におおむね 1700人とすることが求められています。 

 

(2)  会員退会についての課題 

 

センターの会員数推移を見ると、毎年度おおむね 100人が入会するとおおむね 100

人が退会するという傾向が続いています。会員が増えても同じだけ退会してしまうの

で会員増につながっていません。 

 

年 度 2013年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

入会者数 149人 171人 108 人 147 人 120 人 

退会者数 134人 129人 137 人 123 人 146 人 

増減数  15人  42 人 △29人  24 人 △26人 
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 この問題点を探るため、2018 年度に退会した方々にアンケート調査を実施しまし

た。 

 退会理由には、死亡、病気、加齢、転居など、やむを得ない理由も多くありますが、

「今まで事務局から希望職種の紹介がありましたか？」という質問に対し、回答者の

約 3割の方が「なかった」、約 1割の方が「どちらとも言えない」と回答しています。 

会員の退会に歯止めをかけるためには、シルバー就労に対する失望感を払拭し、就

業紹介の改善を図ることが肝要となっています。 

就業紹介の改善を図るためには、従来の職種に加えて更なる新規職種の開拓が必要

です。派遣事業の開拓、独自事業の検討等、会員の就業分野の拡充が必要となってい

ます。 

 

(3) 社会的にマイナスイメージを持たれている 

シルバー人材センターの課題 

 

高齢者世代の一部には、シルバー事業に対する固定的なマイナスイメージが定着し

ているように感じます。 

 

・シルバー人材センターの仕事は、3Ｋの仕事（きつい、汚い、危険）。 

・シルバー人材センターは、かっこ悪い。 

・シルバー人材センターで働くことは、恥ずかしい。 

・「あの人、あの歳になって、まだ働いている。」と見られる。 

・しょせん、年寄りのやる仕事だから、それなりの仕事しかできないという思い込み。 

 

新規の入会者を募るためには、これらのマイナスイメージを払拭し、センターのス

テータスを高める工夫が必要です。 

シルバー人材センター発足当時の失業高齢者対策から脱却し、会社を退職したらシ

ルバー会員として社会貢献を行うことが当たり前となる気風を作り、シルバー会員は

元気な高齢者の証であると思われるような社会を目指し、世間の見る目を変え、世間

の認識を変革していけば、自ずと会員増加につながっていきます。 

 「かっこいい高齢者」と思われるような就業形態となるよう改善をすすめ、渋谷区

民の中に、センターに入会することは「かっこいい」という認識が定着するように目

指したいものです。 
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第５章 分野別計画 「会員組織の拡充」 

 

 

 今後、60歳以上の高齢者人口は、益々増加していきます。この社会情勢の中で、会

員数が現状維持のまま足踏みを続けることは、組織衰退を意味します。 

 また、高齢者が長年にわたって培ってきた経験や知識・技能を活用し、働くことを

通して高齢者の希望や能力を活かす社会への転換が希求されている状況のなか、公益

社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、この章において「センター」という。）

の会員組織の拡充は、時代の要請と捉えなくてはなりません。 

 

 

１．現状と課題 

 

(1)  会員組織についての課題 

 

現在、渋谷区では介護保険を利用していない高齢者が 4万人以上いると言われてい

ますが、そのうちセンターの会員として活躍している人は、約 3％の 1240人程度（2019

年 3月現在）となっています。 

 全国のシルバー人材センター会員は、約 70 万人と年々減少しています。これを回

復するため、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会では、2018年度、今後

8 年間で 100 万人を目標とする計画を立てました。この計画を受け、公益財団法人東

京しごと財団では、都内の各シルバー人材センターへ会員目標値を提示しており、セ

ンターでは、2024年度末におおむね 1700人とすることが求められています。 

 

(2)  会員退会についての課題 

 

センターの会員数推移を見ると、毎年度おおむね 100人が入会するとおおむね 100

人が退会するという傾向が続いています。会員が増えても同じだけ退会してしまうの

で会員増につながっていません。 

 

年 度 2013 年度 2014 年度 2015年度 2016年度 2017 年度 

入会者数 149 人 171 人 108人 147 人 120 人 

退会者数 134 人 129 人 137人 123 人 146 人 

増減数  15人  42人 △29人  24 人 △26 人 
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２．重点取組事項 

 

(1)  会員数拡大 

 

① 会員募集の充実 

 

 毎年度、会員数が増加していくことは、センター組織を活性化させ、事業活動

を拡充させる原動力となります。 

会員募集は、以下の 5つの方法を実施します。 

 

会員募集の方法 取り組み内容 

㋐ 相談会 
月 2 回の相談会を継続します。相談会は、地域的な偏り

をなくすため、区内各所で実施します。 

㋑ 会員募集チラシ 
年 2 回、会員募集チラシを区民に配布し、会員募集のキ

ャンペーンを実施します。 

㋒ 会員募集ポスター 
年 2回、町会掲示板に会員募集ポスターの掲示を依頼し、

会員募集キャンペーンを実施します。 

㋓ 
会員による 

口コミ勧誘 

入会案内パンフレットを活用し、会員の口コミによる会

員勧誘を促進します。 

㋔ 
ホームページ 

による会員募集 
ホームページを活用し、会員募集を促進します。 

 
《関連事項》 

会員募集チラシ、会員募集ポスター、入会案内パンフレットについては、2019 年度、
第 6 章「情報発信機能の充実―(2)対外向け情報発信の改善」の項目で計画されている
「②広報パンフレットのリニューアル」の取り組みとして実施します。 （26 頁参照） 
《関連事項》 
 ホームページによる会員募集については、第 6 章「情報発信機能の充実―(2)対外向
け情報発信の改善」の項目「①ホームページによる対外向け情報発信の充実」として取
り組みます。                          （26 頁参照） 
《関連事項》 

会員募集にあたっては、将来的に、第 8章「組織の活性化と改革―(1)センター組織の
充実」の項目で計画されている「②広報委員会（仮称）」が行う広報活動と連携した取
り組みが重要となります。                     （32 頁参照） 
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<年度別計画> 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1)-①-㋐ 相談会 
月 2回の相談会 

準備・試行 
継 続 継 続 

(1)-①-㋑ チラシによる 

会員募集キャンペーン 

年 2 回 

(7月、1月) 
評価・継続 評価・継続 

(1)-①-㋒ ポスターによる 

会員募集キャンペーン 

年 2 回 

(9月、2月) 
評価・継続 評価・継続 

(1)-①-㋓ 会員による 

口コミ勧誘 
実 施 継 続 継 続 

(1)-①-㋔ ホームページに 

よる会員募集 
実 施 継 続 継 続 

 

② 入会説明会の充実 

 

センター入会希望者に対し、月 1 回実施する入会説明会への出席を求めてい

ますが、その日は都合がつかず出席できない方も見受けられますので、実施回数

の充実を図ることが必要です。 

また、入会説明会の会場である「総合ケアコミュニティ・せせらぎ」は、交通

の利便が必ずしも良いわけではなく、交通の利便性のよい会場での開催も必要

となっています。 

今後、月２回の入会説明会を開催し、シルバー事務局のある「せせらぎ」ばか

りでなく、渋谷区役所周辺にも会場を設けることにより、より一層入会が容易と

なるよう入会者目線で充実を図ることが肝要です。 

《関連事項》 
ホームページによる入会説明会開催の周知が重要です。第 6 章「情報発信機能の充実

―(2)対外向け情報発信の改善」の項目で計画されている「①ホームページによる対外向
け情報発信の充実」の中で取り組みます。              （26 頁参照） 

 

③ 入会説明会面接マニュアルの整備 

 

入会者の経歴や就業希望は、多様化しています。 

入会者の希望を的確にコーディネートし就労に結びつけていくため、入会面

接時の聴取事項の質を高め、各面接者が統一したヒアリングが行えるよう、面接

マニュアルの整備を行います。 

18 
 

２．重点取組事項 

 

(1)  会員数拡大 

 

① 会員募集の充実 

 

 毎年度、会員数が増加していくことは、センター組織を活性化させ、事業活動

を拡充させる原動力となります。 

会員募集は、以下の 5つの方法を実施します。 

 

会員募集の方法 取り組み内容 

㋐ 相談会 
月 2 回の相談会を継続します。相談会は、地域的な偏り

をなくすため、区内各所で実施します。 

㋑ 会員募集チラシ 
年 2 回、会員募集チラシを区民に配布し、会員募集のキ

ャンペーンを実施します。 

㋒ 会員募集ポスター 
年 2 回、町会掲示板に会員募集ポスターの掲示を依頼し、

会員募集キャンペーンを実施します。 

㋓ 
会員による 

口コミ勧誘 

入会案内パンフレットを活用し、会員の口コミによる会

員勧誘を促進します。 

㋔ 
ホームページ 

による会員募集 
ホームページを活用し、会員募集を促進します。 

 
《関連事項》 

会員募集チラシ、会員募集ポスター、入会案内パンフレットについては、2019 年度、
第 6 章「情報発信機能の充実―(2)対外向け情報発信の改善」の項目で計画されている
「②広報パンフレットのリニューアル」の取り組みとして実施します。 （26 頁参照） 
《関連事項》 
 ホームページによる会員募集については、第 6 章「情報発信機能の充実―(2)対外向
け情報発信の改善」の項目「①ホームページによる対外向け情報発信の充実」として取
り組みます。                          （26 頁参照） 
《関連事項》 

会員募集にあたっては、将来的に、第 8章「組織の活性化と改革―(1)センター組織の
充実」の項目で計画されている「②広報委員会（仮称）」が行う広報活動と連携した取
り組みが重要となります。                     （32 頁参照） 
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《関連事項》 

入会説明会面接マニュアルの整備については、第 3 章「事業活動の充実―(1)就業開
拓体制の確立」の項目で計画されている「②会員スキル登録制度（仮称）」と連携統一
が必要です。                            （7 頁参照） 

 
〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1) －②入会説明会の充実 

（月 2回） 
準備・実施 継 続 継 続 

(1) －③入会説明会 

面接マニュアルの整備 
検討・作成 継 続 継 続 

 

 

(2) 退会会員減少対策の推進 

 

① 新入会員オリエンテーションの充実 

 

2018 年度、新入会員にセンターの仕組みとシルバー就業の具体的情報を提供

し、就業促進と会員の定着を図ることを目的として、新入会員オリエンテーショ

ンを年 3回実施しました。 

2019 年度以降、年 4 回の実施に回数を増やすとともに、内容の充実を図り、

より一層の就業促進と会員の定着を目指します。 

《関連事項》 
 第 4 章「就業機会の拡大―(2)会員就業率の向上」の項目で計画されている「①体験就
業（お試し就業）」は、新入会員の就業促進と会員の定着を目指す取り組みとして、新
入会員オリエンテーションと連携して実施します。          （14 頁参照） 

 

② 退会会員アンケート調査の継続 

 

 2018 年度に試行的に実施した退会会員へのアンケート調査を継続して実施し、

退会会員の退会理由等を具体的に把握し、退会会員抑制策を検討します。 

 

③ ジョブコーディネーター（就業支援員）の配置研究 
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千葉県の公益社団法人柏市シルバー人材センターでは、ジョブコーディネー

ター8人を配置し、研修を受けた同コーディネーターが仕事の開拓、会員の適性

の把握、仕事と会員の就業調整を行うとともに、就業後も継続的に様々な援助を

行い、きめ細やかな対応を重ねた結果、大きな成果を挙げており、ＮＨＫをはじ

めとするテレビ、新聞等で多数紹介され、全国から注目させています。 

センター会員の就業を促進するため、ジョブコーディネーター（就業支援員）

の設置の調査・検討を行います。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(2)－① 

新入会員オリエンテーションの充実 
年度 4回実施 継 続 継 続 

(2)－② 

退会会員アンケート調査の継続 
年度 2回実施 継 続 継 続 

(2)－③ ジョブコーディネーター 

（就業支援員）の配置研究 
― 調査・検討 実 施 

 

 

(3) マイナスイメージの払拭 

 

① 会員ユニフォームの改善  

 

会員に対して「公益社団法人渋谷区シルバー人材センター会員被服等貸与要

綱」に基づき業務上必要な被服等の貸与が行われています。 

これらの貸与被服は、センターの顔ともいえるものであり、区民が抱くセンタ

ーのイメージを形成する大きな要素となっています。 

「ファッションのまちーしぶや」にふさわしい「かっこいいシルバー会員」へ

とイメージアップを図り、センターに対するマイナスイメージを払拭するため、

ユニフォーム・作業服等の改善を検討します。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(3)－① 会員ユニフォームの改善 検 討 第 1次実施 第二次実施 
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《関連事項》 

入会説明会面接マニュアルの整備については、第 3 章「事業活動の充実―(1)就業開
拓体制の確立」の項目で計画されている「②会員スキル登録制度（仮称）」と連携統一
が必要です。                            （7 頁参照） 

 
〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020年度 2021年度 

(1) －②入会説明会の充実 

（月 2回） 
準備・実施 継 続 継 続 

(1) －③入会説明会 

面接マニュアルの整備 
検討・作成 継 続 継 続 

 

 

(2) 退会会員減少対策の推進 

 

① 新入会員オリエンテーションの充実 

 

2018 年度、新入会員にセンターの仕組みとシルバー就業の具体的情報を提供

し、就業促進と会員の定着を図ることを目的として、新入会員オリエンテーショ

ンを年 3回実施しました。 

2019 年度以降、年 4 回の実施に回数を増やすとともに、内容の充実を図り、

より一層の就業促進と会員の定着を目指します。 

《関連事項》 
 第 4 章「就業機会の拡大―(2)会員就業率の向上」の項目で計画されている「①体験就
業（お試し就業）」は、新入会員の就業促進と会員の定着を目指す取り組みとして、新
入会員オリエンテーションと連携して実施します。          （14 頁参照） 

 

② 退会会員アンケート調査の継続 

 

 2018 年度に試行的に実施した退会会員へのアンケート調査を継続して実施し、

退会会員の退会理由等を具体的に把握し、退会会員抑制策を検討します。 

 

③ ジョブコーディネーター（就業支援員）の配置研究 
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② 地域貢献活動の推進 

 

㋐ 地域貢献講座（仮称）の実施 

センターは、公益社団法人として、地域社会への貢献が求められています。 

地域貢献活動を通して、地域社会にセンターの存在を知ってもらうことは、セ

ンターの社会的認知を高めることとなり、マイナスイメージの払拭につながり

ます。 

今まで取り組んできた「お楽しみ講座」を充実発展させ、区民向けに地域貢献

講座（仮称）を実施します。 

 

㋑ 東京オリンピック・パラリンピックへの貢献 

2020 年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。競技会場があ

る渋谷区は、この大会に積極的に貢献することが求められています。 

センターでは、渋谷区と緊密に連携し、東京オリンピック・パラリンピックで

ボランティア活動に取り組みます。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(3)-②-㋐ 

地域貢献講座（仮称）の実施 
実 施 継 続 継 続 

(3)-②-㋑東京オリンピック・ 

パラリンピックへの貢献 
検討・試行 実 施 

地域貢献活動

の継続 

 

③  広報戦略の確立 

 

社会の一部に、シルバー事業に対する固定的なマイナスイメージがあること

から、センターの活動を正しく宣伝する広報戦略を展開することは、センターの

マイナスイメージを払拭し、センターのステータスを確立する取り組みとなり

ます。 

センターの宣伝広報については、現在、京王バス車内で音声案内を行うととも

に、ハチ公バス車内のポスター掲示、郵便局の封筒等を活用して実施しています

が、多様な広告媒体を活用し、効果的に宣伝広報活動を行う必要があります。 

 渋谷区ニュース 2019 年 2 月 15 日号で渋谷区シルバー人材センターが特集さ

れ、区民の反響を呼びました。各種広報媒体に働きかけ継続的にセンターの広報
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宣伝を行うことは、とても効果的です。 

《関連事項》 
広報戦略の確立は、第 8章「組織の活性化と改革―(1)センター組織の充実」の項目で

計画されている「②広報委員会（仮称）」で取り組みます。      （32 頁参照） 
 

<年度別計画> 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(3)-③ 広報戦略の確立 
現状の広報広告

の継続 

広報充実策の 

検討・実施 
評価・継続 

 

 

３．会員数年度別目標値 

 

センターでは、月平均 6人の会員増員、各年度平均 65人の会員増員を目標と

するとともに、各地域班の会員については、各年度 5 人から 6 人の増員を目標

として、会員数の拡大に努めます。 

 

年 度 2019年度 2020 年度 2021 年度 

目標会員数 1,310人 
前年度 65人増 

想定会員数 1,375 人 

前年度 65人増 

想定会員数 1,440 人 
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② 地域貢献活動の推進 

 

㋐ 地域貢献講座（仮称）の実施 

センターは、公益社団法人として、地域社会への貢献が求められています。 

地域貢献活動を通して、地域社会にセンターの存在を知ってもらうことは、セ

ンターの社会的認知を高めることとなり、マイナスイメージの払拭につながり

ます。 

今まで取り組んできた「お楽しみ講座」を充実発展させ、区民向けに地域貢献

講座（仮称）を実施します。 

 

㋑ 東京オリンピック・パラリンピックへの貢献 

2020 年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。競技会場があ

る渋谷区は、この大会に積極的に貢献することが求められています。 

センターでは、渋谷区と緊密に連携し、東京オリンピック・パラリンピックで

ボランティア活動に取り組みます。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020年度 2021年度 

(3)-②-㋐ 

地域貢献講座（仮称）の実施 
実 施 継 続 継 続 

(3)-②-㋑東京オリンピック・ 

パラリンピックへの貢献 
検討・試行 実 施 

地域貢献活動

の継続 

 

③  広報戦略の確立 

 

社会の一部に、シルバー事業に対する固定的なマイナスイメージがあること

から、センターの活動を正しく宣伝する広報戦略を展開することは、センターの

マイナスイメージを払拭し、センターのステータスを確立する取り組みとなり

ます。 

センターの宣伝広報については、現在、京王バス車内で音声案内を行うととも

に、ハチ公バス車内のポスター掲示、郵便局の封筒等を活用して実施しています

が、多様な広告媒体を活用し、効果的に宣伝広報活動を行う必要があります。 

 渋谷区ニュース 2019 年 2 月 15 日号で渋谷区シルバー人材センターが特集さ

れ、区民の反響を呼びました。各種広報媒体に働きかけ継続的にセンターの広報
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第６章 分野別計画 「情報発信機能の充実」 

 

１．現状と課題 

 

高度情報時代を迎え、情報発信の優劣が組織存続のカギを握る時代となりました。

また、迅速な情報発信が重要となっており、情報スピードは、情報の価値を決めます。 

しかし、センター（以下、この章において「センター」という。）の情報発信は脆弱

なままです。 

会員と事務局の相互連絡の不足、新規入会者への案内不足、退会会員の状況把握の

不足、会員間のコミュニケーション等に不都合が生じています。 

センターの業容拡大は喫緊の課題です。しかし、発注者にセンターが提供できる業

務が明確に伝わらず就業先が不足するなどの不都合が生じています。センターの状況

を、発注者、地域に的確に伝達し、過誤なく理解をしてもらうため、センターの「見

える化」を推進することが不可欠です。 

 情報発信機能を充実させることは、センターのマイナスイメージを払拭し、親近感

を醸成する助けともなります。 

 

２．重点取組事項 

 

 情報発信機能を充実するためには、情報発信の狙いと情報の受け手の特性を把握し、

的確に情報媒体を選択し、迅速に情報発信をする必要があります。 

 情報の受け手は、大きく(1)会員向けと(2)対外向けとに分けることができます。 

これらの受け手に向けて、ホームページと紙媒体それぞれの特徴を有効に活用して

情報発信することが重要です。 

 

 今や、ホームページは社会に開かれた窓であり、ホームページが与える印象がその

ままセンターの印象となってしまう時代です。現在、ホームページは休眠状態です。

早急に、ホームページを活用した情報発信に取り組む必要があります。 

 

《関連事項》 
情報発信機能の充実を図るため、将来的には、第 8 章「組織の活性化と改革―(1)センター

組織の充実」で計画されている「②広報委員会（仮称）」が中心となって統一的な運営に取り
組みます。                             （32 頁参照） 
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(1) 会員向け情報発信の改善 

 

ホームページは、迅速にかつ一斉に全会員に情報を伝達する手段として優れてい

ます。しかし、ネット環境に不慣れな会員もいることから、現状、紙媒体による会員

向け情報発信も重要となっています。 

 

① ホームページ「会員ページ」の活用充実 

 

 「会員ページ」には、地域班からの情報等を伝達する「お知らせ」コーナー、

今募集している就業情報を伝達する「就業情報」、事務局からのお知らせを伝達

する「事務局より」の 3つのコーナーがあります。 

 これらのコーナーをそれぞれ活用し、会員への情報提供の充実を図ります。 

《関連事項》 
「会員のページ」の中で「就業情報」の活用充実を図る取組みは、第 4 章「就業機会

の拡大―(1)就業環境の改善」の項目で計画されている「③新着就業情報の公開」と関連
します。                             （13 頁参照） 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1)-①ホームページ 

「会員ページ」の活用充実 

情報提供 

立上げ・改善 
充 実 継 続 

 

② センター定期刊行紙の統合による会員向け情報発信の充実 

 

紙媒体は、手元に置いて繰り返し情報を確認できる手軽さがあります。紙媒体

は、一過性でなく保存性のある情報の伝達に優れているとも言えます。 

センターでは、「センターだより」、「事務局通信」、「ご安全に」の 3 種の定期

刊行紙が、それぞれ年 4回、3か月毎に発行されており、会員への重要な情報提

供手段となっています。しかし、これらの定期刊行紙は、統一された編集方針と

はなっておらず、その都度バラバラに編集発行が行われている状況です。 

時期を逃さず定期的に会員向け情報を発信するために、これらを統合して効率

良くきめ細かく発行して充実を図ることが必要です。 

《関連事項》 
会員向け定期刊行紙の統合の取り組みは、第 8 章「組織の活性化と組織改革－(1)セ

ンター組織の充実」の項目で計画されている「②広報委員会（仮称）」の設置と連携し
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第６章 分野別計画 「情報発信機能の充実」 

 

１．現状と課題 

 

高度情報時代を迎え、情報発信の優劣が組織存続のカギを握る時代となりました。

また、迅速な情報発信が重要となっており、情報スピードは、情報の価値を決めます。 

しかし、センター（以下、この章において「センター」という。）の情報発信は脆弱

なままです。 

会員と事務局の相互連絡の不足、新規入会者への案内不足、退会会員の状況把握の

不足、会員間のコミュニケーション等に不都合が生じています。 

センターの業容拡大は喫緊の課題です。しかし、発注者にセンターが提供できる業

務が明確に伝わらず就業先が不足するなどの不都合が生じています。センターの状況

を、発注者、地域に的確に伝達し、過誤なく理解をしてもらうため、センターの「見

える化」を推進することが不可欠です。 

 情報発信機能を充実させることは、センターのマイナスイメージを払拭し、親近感

を醸成する助けともなります。 

 

２．重点取組事項 

 

 情報発信機能を充実するためには、情報発信の狙いと情報の受け手の特性を把握し、

的確に情報媒体を選択し、迅速に情報発信をする必要があります。 

 情報の受け手は、大きく(1)会員向けと(2)対外向けとに分けることができます。 

これらの受け手に向けて、ホームページと紙媒体それぞれの特徴を有効に活用して

情報発信することが重要です。 

 

 今や、ホームページは社会に開かれた窓であり、ホームページが与える印象がその

ままセンターの印象となってしまう時代です。現在、ホームページは休眠状態です。

早急に、ホームページを活用した情報発信に取り組む必要があります。 

 

《関連事項》 
情報発信機能の充実を図るため、将来的には、第 8 章「組織の活性化と改革―(1)センター

組織の充実」で計画されている「②広報委員会（仮称）」が中心となって統一的な運営に取り
組みます。                             （32 頁参照） 
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て取り組みます。                         （32 頁参照） 
 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1)-②センター定期刊行紙の統合

による会員向け情報発信の充実 
－ 

統合刊行紙へ

の移行準備 

統合による新定

期刊行紙の発行 

 

 

(2) 対外向け情報発信の改善 

 

対外向け情報発信は、ホームページによる情報発信を主力に、紙媒体による情報

発信を加えて充実する計画とします。 

対外向け情報発信を充実することは、センターのマイナスイメージを払拭し、セ

ンターのステータスを確立する重要な取り組みに位置づけられます。 

《関連事項》 
 対外向け情報発信の改善は、第 3 章「事業活動の充実―(1)就業開拓体制の確立」の項目
で計画されている「①就業開拓員による就業開拓」の成果と密接に関連します。（7頁参照） 
《関連事項》 
 対外向け情報発信の改善は、第 5 章「会員組織の拡充―(1)会員数拡大」の項目で計画さ
れている「①会員募集」の成果と密接に関連します。           （18 頁参照） 
 

① ホームページによる対外向け情報発信の充実 

 

高度情報化社会を迎え、ネット検索によって情報を入手することが日常化して

おり、対外向け情報発信のためには、ホームページの優劣が業容拡大の機先を制

します。 

 ホームページは、早急に最新情報の更新作業を行うことが重要です。 

 一連のホームページの改善を実施した後、更に充実を図るため、動画によるシ

ルバー業務の紹介や、ホームページのスマートフォン対応も課題となります。 

 

②  広報パンフレットのリニューアル 

 

パンフレット類による情報提供は、一覧性があり依然として高い役割を担って

います。センター案内、会員募集チラシ、入会案内パンフレットは、ホームペー

ジの内容と統一を図り、見やすく読みやすく魅力ある内容とするための改訂作

業を定期的に行うことが重要です。 
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③ 業務案内パンフレットのリニューアル 

 

 窓口での問い合わせや資料要求に的確に対応するため、人目を引く業務案内

パンフレットの出来栄えは重要です。区民向け業務案内パンフレット、発注者向

けパンフレット等は、ホームページの内容と統一を図り、見やすく読みやすく分

かり易く、魅力ある内容となるよう、定期的に改訂作業を行うことが重要です。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(2)-①ホームページによる 

対外向け情報発信の充実 

内容見直し 

検討後順次掲載 
充 実 継 続 

(2)-②広報パンフレットの 

リニューアル 

➢ センター案内 

➢ 会員募集チラシ 

➢ 入会案内パンフレット 

内容見直し 

改訂版発行 
内容再検討 継 続 

(2)-③業務案内パンフレット 

のリニューアル 

➢ 区民向け案内 

➢ 発注事業者向け案内 

内容見直し 

改訂版発行 
内容再検討 継 続 

 

 

３．３年後の到達ビジョン 

 

計画されている情報発信機能を充実させる取り組みを通して、会員、発注者、そし

て社会の人々にセンターの活動内容を正しく理解をして頂き、信頼を築き、最終的に

はセンターのファンになってももらい、親近感のあるセンターのイメージを定着させ

ます。 
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て取り組みます。                         （32 頁参照） 
 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020年度 2021年度 

(1)-②センター定期刊行紙の統合

による会員向け情報発信の充実 
－ 

統合刊行紙へ

の移行準備 

統合による新定

期刊行紙の発行 

 

 

(2) 対外向け情報発信の改善 

 

対外向け情報発信は、ホームページによる情報発信を主力に、紙媒体による情報

発信を加えて充実する計画とします。 

対外向け情報発信を充実することは、センターのマイナスイメージを払拭し、セ

ンターのステータスを確立する重要な取り組みに位置づけられます。 

《関連事項》 
 対外向け情報発信の改善は、第 3 章「事業活動の充実―(1)就業開拓体制の確立」の項目
で計画されている「①就業開拓員による就業開拓」の成果と密接に関連します。（7頁参照） 
《関連事項》 
 対外向け情報発信の改善は、第 5 章「会員組織の拡充―(1)会員数拡大」の項目で計画さ
れている「①会員募集」の成果と密接に関連します。           （18 頁参照） 
 

① ホームページによる対外向け情報発信の充実 

 

高度情報化社会を迎え、ネット検索によって情報を入手することが日常化して

おり、対外向け情報発信のためには、ホームページの優劣が業容拡大の機先を制

します。 

 ホームページは、早急に最新情報の更新作業を行うことが重要です。 

 一連のホームページの改善を実施した後、更に充実を図るため、動画によるシ

ルバー業務の紹介や、ホームページのスマートフォン対応も課題となります。 

 

②  広報パンフレットのリニューアル 

 

パンフレット類による情報提供は、一覧性があり依然として高い役割を担って

います。センター案内、会員募集チラシ、入会案内パンフレットは、ホームペー

ジの内容と統一を図り、見やすく読みやすく魅力ある内容とするための改訂作

業を定期的に行うことが重要です。 
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第７章 分野別計画 「地域班将来像の検討」 

 

１．現状と課題 

 

現在、公益社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、この章において「センタ

ー」という。）には 12 地域班が設けられています。 

しかし、各班に所属する会員数には約 50 名から約 180 名程度と地域班の中で差が

あります。また、年間の活動についても独自に交流事業を実施している班もあれば年

2 回の総会を開くことと毎月の連絡員会議を持つことだけで手一杯となっている班が

存在します。 

 

 

(1) 地域班の区割りについての課題 

 

現在の地域班に構成会員数のばらつきがあることを踏まえ、会員数の平均化を図る

ことがより活発な地域班活動を促すことになるかどうか検討が必要です。また、現状

の 12の地域割で良いかどうかの検討も必要です。 

会員数に比べ地域が大きすぎることにより、例えば、各戸配布の担い手が取り揃え

られない班も出てきており、今後の就業活動の拡大（例えば、区ニュースや議会ニュ

ースなどの各戸配布）にあたり支障が生じてしまうことも考えられます。 

 地域のつながりや地域の歴史的な沿革から見て、必ずしも現在の地区班の区割りが

良いというわけでもありません。 

現状にとらわれずに、将来に向けて地域班の活性化を図るために、地域班の区割り

について一考する時期が来ています。 

 

 

(2) 地域班活動についての課題 

 

センターの地域班としてどのような活動をしていけばよいのでしょうか。 

会員各自の思いは、それぞれ違っています。 

それぞれの地域班で、会員の生きがいに応える事業を展開することが大切です。 

そのためには、各班の連絡員会議において問題を洗い出し議論を重ね、地域班活動

として何が大切なのか、また地域班として出来ること出来ないことは何なのか、十分

に検討していくことが必要です。 
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(3) 地域班経費助成についての課題 

 

各班には年間を通じて「地域班経費助成要綱」に基づき、運営費、活動費及び総

会開催費が支給されていますが、各会員に対して有効に活用されていくことが重要

です。 

 現在各班に支給されている運営費は、年額を一括して新年度に支給され、それ以

外に年 2 回の総会費用に充てるための経費が総会の都度支給されています。また、

活動費は、連絡員活動費として各連絡員 1 名つき 1 か月 2000 円が 4 半期ごとに支

給されています。 

しかし、独自の活動を活発に行う地域班については支給されている運営費や活動

費では十分に活動が行えない実情にあります。 

総会費は、所属の会員数に応じて支給されていますが、会員の少ない地域班では

総会費に余裕がないのが現状です。 

これらに対処するためには、新たな経費支給基準を制定することも必要です。 

 活動費の利用にあたっては班独自で実施される事業をどのように規定するか、ど

のように運用がしやすい基準を策定するか、また、各地域班で格差が生じないよう

経費支出のあり方をどのようにするか、様々な検討が必要です。 

 また、地域活動として公益に資する活動をボランティアで実施していますが、こ

れについても助成する必要があるのかどうか検討することが必要です。 

 

 このような 3つの課題を踏まえ、本来あるべきセンターの地域班活動について振

り返えってみる必要があります。 

 

 

２．重点取組事項 

 

 

(1) 地域班の現状把握と改善 

 

①  会員意向調査の実施 

 

 地域班の区割り、地域班活動のあり方、また経費助成のあり方等の課題に向き

合い、地域班の将来像を検討するために、まず会員の意向を調査します。 
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第７章 分野別計画 「地域班将来像の検討」 

 

１．現状と課題 

 

現在、公益社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、この章において「センタ

ー」という。）には 12 地域班が設けられています。 

しかし、各班に所属する会員数には約 50 名から約 180 名程度と地域班の中で差が

あります。また、年間の活動についても独自に交流事業を実施している班もあれば年

2 回の総会を開くことと毎月の連絡員会議を持つことだけで手一杯となっている班が

存在します。 

 

 

(1) 地域班の区割りについての課題 

 

現在の地域班に構成会員数のばらつきがあることを踏まえ、会員数の平均化を図る

ことがより活発な地域班活動を促すことになるかどうか検討が必要です。また、現状

の 12の地域割で良いかどうかの検討も必要です。 

会員数に比べ地域が大きすぎることにより、例えば、各戸配布の担い手が取り揃え

られない班も出てきており、今後の就業活動の拡大（例えば、区ニュースや議会ニュ

ースなどの各戸配布）にあたり支障が生じてしまうことも考えられます。 

 地域のつながりや地域の歴史的な沿革から見て、必ずしも現在の地区班の区割りが

良いというわけでもありません。 

現状にとらわれずに、将来に向けて地域班の活性化を図るために、地域班の区割り

について一考する時期が来ています。 

 

 

(2) 地域班活動についての課題 

 

センターの地域班としてどのような活動をしていけばよいのでしょうか。 

会員各自の思いは、それぞれ違っています。 

それぞれの地域班で、会員の生きがいに応える事業を展開することが大切です。 

そのためには、各班の連絡員会議において問題を洗い出し議論を重ね、地域班活動

として何が大切なのか、また地域班として出来ること出来ないことは何なのか、十分

に検討していくことが必要です。 
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② 地域班運営ハンドブックの改善 

 

 会員組織は、地域班を基盤として成り立っています。地域班の運営を活性化す

ることは、会員組織の活性化につながります。 

地域班運営ハンドブックは、「会員意向調査」の内容を踏まえ、改訂作業を行

います。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1)-①会員意向調査の実施 会員意向調査 将来像の検討 実 施 

(1)-② 

地域班運営ハンドブックの改善 

会員意向調査を

踏まえ改訂作業 

新ハンドブッ

クの活用 
継 続 

 

 

３．３年後の到達ビジョン 

 

 地域班は、会員の相互の日常の交流活動を支えるコミュニティ基盤として重要な

役割を担っています。 

会員意向調査を出発点とし、その後の検討と意見交換を踏まえ、地域班の将来像

について会員が共通認識を持つことができるようになることを、3 年後の到達ビジョ

ンとします。 
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第８章 分野別計画 「組織の活性化と改革」 

 

１．現状と課題 

 

(1) 委員会組織の課題 

 

 現在、公益社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、この章において「センタ

ー」という。）では、理事会のもとに企画総務、事業開拓の両委員会が設けられ、会長

の特命事項として安全管理委員会が設けられ、３常設委員会が活動しています。この

体制は発足当時から変わらず続いていますが、現在の活動状況では網羅しきれない部

分が多くなり、きめ細かな対応ができない状況にあります。 

現在の組織では対応しきれない部分が多々生じてきている現状に対処するため、組

織の改編、新設等、委員会組織のあり方検討が必要な時期を迎えています。 

 

(2) 活動拠点の拡充 

 

 事務所のある「総合ケアコミュニティ・せせらぎ」は、渋谷区の北部に位置し、必

ずしも交通の便が良いわけではありません。 

新橋地区、恵比寿地区、氷川地区等、渋谷区南部地域の会員からは、身近な場所に

支所があれば、何かと便利なのだけれどもという声を聞きます。 

 センターの業容拡大を基調とする本計画を推進するためには、今後、せせらぎ事務

所に加え、支所・作業場所等新たな活動拠点が必要となります。 

 

(3) ＩＴ化の推進 

 

 ネット環境が進展する中、ペーパーレスが社会に定着し始めています。今後、セ

ンター運営において、電子媒体の活用を検討する時期が来ています。 

 理事会、委員会等では、紙媒体の資料が利用されていますが、事務作業の軽減、時

間・経費の効率化を図るためにネット環境を整備して、IT化を推進することが課題と

なります。 
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② 地域班運営ハンドブックの改善 

 

 会員組織は、地域班を基盤として成り立っています。地域班の運営を活性化す

ることは、会員組織の活性化につながります。 

地域班運営ハンドブックは、「会員意向調査」の内容を踏まえ、改訂作業を行

います。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020年度 2021 年度 

(1)-①会員意向調査の実施 会員意向調査 将来像の検討 実 施 

(1)-② 

地域班運営ハンドブックの改善 

会員意向調査を

踏まえ改訂作業 

新ハンドブッ

クの活用 
継 続 

 

 

３．３年後の到達ビジョン 

 

 地域班は、会員の相互の日常の交流活動を支えるコミュニティ基盤として重要な

役割を担っています。 

会員意向調査を出発点とし、その後の検討と意見交換を踏まえ、地域班の将来像

について会員が共通認識を持つことができるようになることを、3 年後の到達ビジョ

ンとします。 
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２．重点取組事項 

 

(1) センター組織の充実 

 

①  委員会組織の見直し 

 

 組織活動の充実を図り組織を発展させるため、既存の企画総務委員会、事業開

拓委員会、安全管理委員会の分掌内容を見直すとともに、表彰委員会や理事･監

事選考委員会のあり方を検討することが必要となっています。 

 本計画では、就業開拓員の設置（7頁参照）、就業基準委員会の設置（12 頁参

照）等、組織体制を充実することが計画されています。このことも踏まえ、委員

会組織体制の充実を検討し充実を図ります。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1)-①委員会組織の見直し 検 討 実 施 継 続 

 

② 広報委員会（仮称）の設置 

 

現在、「シルバーだより」は企画総務委員会で、「ご安全に」は安全管理委員会

で、そして「事務局通信」については事務局で発行されており、会員への貴重な

情報提供手段となっています。しかし、これら 3 紙は統一された編集方針とは

なっておらず、その都度バラバラに編集発行が行われている状況です。 

また、ホームページの作成運用や、センターの活動を伝達するパンフレット・

チラシの編集発行等の広報活動も、必要なときにその都度バラバラに行われ、セ

ンター全体を見通した統一した取り組みとなっていません。 

この現状を改善するため、これらの広報活動を統一的に所掌する「広報委員会

（仮称）」の設置の検討が必要です。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(1)-② 

広報委員会（仮称）の設置 
設置検討 

委員選任 

活動開始 
継 続 
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③ 支所・作業場所設置の検討 

 

センターの業容を拡大し、独自事業を創業し、地域に密着して業務を行ってい

くためには、せせらぎ一か所だけではなく、支所や作業場所等、活動拠点を増設

することが必要です。 

 拠点増設にあたっては、場所の選定だけでなく、運営維持経費等の財政上の課

題、職員等人員の課題も検討が必要です。 

渋谷区へも問題提起し、業容拡大の進捗状況を踏まえ、多角的に検討する必要

があります。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

(2)-③ 支所・作業場所

設置の検討 
検 討 検 討 検 討 

 

 

(2)  ＩＴ化の推進 

 

① ＩＴ化推進計画の策定 

 

既存委員会の見直し後、ＩＴ化推進計画策定を分掌する委員会組織の中で検

討を行うこととします。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

ＩＴ化推進計画の策定 － 計画検討 実 施 

 

 

３．３年後の到達ビジョン 

 

 公益社団法人として、基本方針である「自主・自立」の気風を醸成し、会員誰もが

どこでも同じ情報を共有し、多くの会員が各種委員会活動ほかセンター経営に参画で

きる組織風土が生まれることを、到達の成果とします。 

 

32 
 

２．重点取組事項 

 

(1) センター組織の充実 

 

①  委員会組織の見直し 

 

 組織活動の充実を図り組織を発展させるため、既存の企画総務委員会、事業開

拓委員会、安全管理委員会の分掌内容を見直すとともに、表彰委員会や理事･監

事選考委員会のあり方を検討することが必要となっています。 

 本計画では、就業開拓員の設置（7頁参照）、就業基準委員会の設置（12頁参

照）等、組織体制を充実することが計画されています。このことも踏まえ、委員

会組織体制の充実を検討し充実を図ります。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020年度 2021年度 

(1)-①委員会組織の見直し 検 討 実 施 継 続 

 

② 広報委員会（仮称）の設置 

 

現在、「シルバーだより」は企画総務委員会で、「ご安全に」は安全管理委員会

で、そして「事務局通信」については事務局で発行されており、会員への貴重な

情報提供手段となっています。しかし、これら 3 紙は統一された編集方針とは

なっておらず、その都度バラバラに編集発行が行われている状況です。 

また、ホームページの作成運用や、センターの活動を伝達するパンフレット・

チラシの編集発行等の広報活動も、必要なときにその都度バラバラに行われ、セ

ンター全体を見通した統一した取り組みとなっていません。 

この現状を改善するため、これらの広報活動を統一的に所掌する「広報委員会

（仮称）」の設置の検討が必要です。 

 

〈年度別計画〉 

取り組み内容 2019 年度 2020年度 2021 年度 

(1)-② 

広報委員会（仮称）の設置 
設置検討 

委員選任 

活動開始 
継 続 
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第９章 資料編 

 

計画策定経過 

会 議 名 開催月日 協議概要等 

平成 30年度 11回理事会 2018.12.19（水） 
渋谷区シルバー人材センター中期計

画策定についての協議・決定 

 第 1回準備会 2018.12.19（水） 
中期計画策定にあたっての基本方針

等の検討 
第 2回準備会 2018.12.28（金） 

第 3回準備会 2019. 1.15（火） 

平成 30年度 12回理事会 2018. 1.18 (金) 
中期計画策定委員会設置要綱制定 

中期計画策定員会の設置 

 第 1回策定委員会 2019. 1.25（金） 

計画案の執筆・協議 

第 2回策定委員会 2019. 1.29（火） 

第 3回策定委員会 2019. 2. 5 (火) 

第 4回策定委員会 2019. 2.14（木） 

第 5回策定委員会 2019. 2.19（火） 

平成 30年度 13回理事会 2019.2.20（水） 
策定委員会より計画案説明 

計画案協議 

 第 6回策定委員会 2019. 3.11（月） 計画修正案の協議 

平成 30年度 14回理事会 2019. 3.20（水） 
策定委員会より計画修正案の説明 

計画修正案の協議・了承 

平成 31年度 1回理事会 2019. 4. 3（水） 
公益社団法人渋谷区シルバー人材セ

ンター第 1次中期計画の議決 

 

公益社団法人渋谷区シルバー人材センター中期計画策定委員 

委員長 理事（副会長）早坂 豊詮 安全管理委員会委員長 

委 員 理事     斉木  順 事業開拓委員会委員長 

委 員 理事     矢尾  平 企画総務委員会委員 

委 員 理事     宮島 大介 安全管理委員会副委員長 

委 員 常務理事   児玉 史郎  
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公益社団法人渋谷区シルバー人材センター中期計画策定委員会設置要綱 

 

平成 31年 1 月 18日理事会決定 

(設置) 

第１条 公益社団法人渋谷区シルバー人材センター（以下、「センター」という。）にお

ける事業の適切な運営と発展を期するため中期的計画を定め、計画的な運営を行い、

着実な成果をあげるため、公益社団法人渋谷区シルバー人材センター中期計画策定

委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、公益社団法人渋谷区シルバー人材センター会長（以下、「会長」と

いう。）の諮問に応じ、計画について協議し、その結果を会長に答申する。 

（組織） 

第３条 委員会は、会長が委嘱する 5人以内の理事をもって組織する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（運営） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、会議を主宰する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を

聞くことができる。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、センター内に置く。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

附則 

この要綱は、平成 31年 1月 18日より施行する。 
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第９章 資料編 

 

計画策定経過 

会 議 名 開催月日 協議概要等 

平成 30年度 11回理事会 2018.12.19（水） 
渋谷区シルバー人材センター中期計

画策定についての協議・決定 

 第 1回準備会 2018.12.19（水） 
中期計画策定にあたっての基本方針

等の検討 
第 2回準備会 2018.12.28（金） 

第 3回準備会 2019. 1.15（火） 

平成 30年度 12回理事会 2018. 1.18 (金) 
中期計画策定委員会設置要綱制定 

中期計画策定員会の設置 

 第 1回策定委員会 2019. 1.25（金） 

計画案の執筆・協議 

第 2回策定委員会 2019. 1.29（火） 

第 3回策定委員会 2019. 2. 5 (火) 

第 4回策定委員会 2019. 2.14（木） 

第 5回策定委員会 2019. 2.19（火） 

平成 30年度 13回理事会 2019.2.20（水） 
策定委員会より計画案説明 

計画案協議 

 第 6回策定委員会 2019. 3.11（月） 計画修正案の協議 

平成 30年度 14回理事会 2019. 3.20（水） 
策定委員会より計画修正案の説明 

計画修正案の協議・了承 

平成 31年度 1回理事会 2019. 4. 3（水） 
公益社団法人渋谷区シルバー人材セ

ンター第 1次中期計画の議決 

 

公益社団法人渋谷区シルバー人材センター中期計画策定委員 

委員長 理事（副会長）早坂 豊詮 安全管理委員会委員長 

委 員 理事     斉木  順 事業開拓委員会委員長 

委 員 理事     矢尾  平 企画総務委員会委員 

委 員 理事     宮島 大介 安全管理委員会副委員長 

委 員 常務理事   児玉 史郎  
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