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わが国では、定年退職後も働く方々がいます。その動機は様々ですが、収入を得たい、社会の役に立ちたい、

常に成長し続けたい等の声があるようです。 

そこで今月号では、「県内で働く高年齢者」をテーマに、高年齢者の就業や社会とのつながりを支援している社

団法人愛媛県シルバー人材センター連合会及び、今治市、松山市、砥部町の各シルバー人材センターをご紹介し、

職員および会員の方にお話をお伺いしました。 

 
 
 
 
 

Ｑ１、シルバー人材センターは定年退職者やその他の高齢者の希望に応じた「臨時的かつ短期的な就業とその他の

軽易な業務に係る就業の確保と提供」が主な活動と伺っていますが、そのような理解でよろしいでしょうか。 

 

シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて、県内に17ヶ所設置されています。

登録会員数は、平成22年３月末現在で9,543人（男性6,281人、女性3,262人）となっています。各市町のシルバ

ー人材センターは、それぞれが公益性・公共性を持った運営を行なっています。会員はそれぞれの市町に居住する

概ね60歳以上で健康で働く意欲のある方であれば誰でもその地域のセンターに入会できます。センターによって相

違しますが年会費が必要になります。 

お仕事は、企業団体や家庭から高齢者に相応しい仕事を請け負い、入会時にお伺いしましたご希望の仕事や資格・

技能を活かせるお仕事を出来るだけお世話します。以前は定年退職後に年金を受けながら入会し、お仕事をされる

方が多かったため、社会参加や他の会員さんとの交流を図りたいためなどの入会動機が大半でした。 

しかし、近年は年金の支給開始年齢が引き上げられたこと、長引く不況の影響もあり生活費を維持する目的で会

員登録される方が増加しています。しかし、シルバー人材センターは会員さんとの間に雇用契約はありませんので

経済的確保の希望には添えませんので注意していただきたいと思います。 

 

Ｑ２、どのような仕組みで高齢者に就業の機会を提供されているのですか。 

 

シルバー人材センターを通して仕事を求める会員には、入会の際に今までの仕事の経験や技能、資格、どのよう

な仕事を希望するのかを届け出ていただきます。仕事の依頼がありましたら、その登録会員の情報を基にしてお世

話をしています。また、請け負った仕事をより多くの会員に公平かつ公正に紹介していかなければならないシステ

ムとなっています。 

不況により若年者の雇用情勢は厳しく、まして高齢者の雇用環境はより厳しい情勢下にあります。その中で、セ

ンターは会員の就業の場の確保のために企業団体や家庭からの仕事の開拓に努力しています。 

会員への配当金の支払いについては、依頼主から依頼された仕事を見積もりし、契約をしてから会員にお世話し

ます。就業した会員は仕事を完成させ、依頼主の確認を得て就業報告をセンターに提出します。センターは確認後、

依頼主に契約金額（事務手数料を含む）を請求して、確認後に就業した会員の預金口座に振り込みます。 

 

Ｑ３、シルバー人材センターへの仕事の確保はどのようにされているのですか。 

 
基本的には企業団体や家庭から各センターに仕事の依頼がありますので、高齢者に相応しい仕事のみを請け負っ

ています。また、各シルバー人材センターには、会員の就業の場の確保を図るために開拓専門員を配置して推進し

ています。厳しい経済環境下での確保にはセンター役職員及び会員も一体となって取り組み、企業団体及び家庭を

訪問して、高齢者に相応しい仕事の確保に努めています。 

各センターの仕事の種類としては、あらゆる仕事に対応していますが、主なものとしては植木剪定、除草作業、

公共施設・建物管理、駐車場管理などが多くなっています。近年は少子高齢化が急速に進む中で家事援助などを必
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要としている高齢者が急増しており、仕事の依頼が多くなっています。また、核家族、女性の労働力確保などによ

り、子育て支援事業の必要性が要望されています。ユニークな仕事としては、都会地からの故郷の墓地の除草、清

掃依頼も増加しています。 
 
Ｑ４、高齢者が受講できる講習会について教えて下さい。 

 

 愛媛労動局より委託されたシニアワークプログラム地域事業であり、高齢者を対象者とした技能・技術・知識な

どの習得を目的とし、地域の事業主と連携を図りニーズにあった様々な講習会を企画、実施しています。これらの

講習会を受講することにより仕事の幅が広がり、第二の人生計画に役立てて貰っています。受講対象者は60歳代前

半層の方で就職・就業を希望される方なら誰でも受講することができます。今年度の募集は終了していますが、次

年度（平成23年４月から）も実施する予定です。講習会としては施設管理員養成講習会、植木剪定講習会、フード

ビジネス技能講習会などで、愛媛県知事より指定を受けている訪問介護員養成講習会（２級課程）も実施する予定

です。講習会の受講料は無料となっています 

 次年度の講習会の開催につきましては、決定しだい随時、市広報、タウン誌、ホームページ等でご案内しますの

でご確認の上、お気軽に最寄りのセンターにお問い合わせください。各センターにおきましては、様々な仕事に対

応できる後継者の育成のために、地元のニーズにあった講習会も実施しています。 

 

Ｑ５、県下17ヶ所に開設されている各シルバー人材センターの役割や取り組みについて教えて下さい。 

各シルバー人材センターの仕事には性別を問わず、高齢者の優れた感性や人生における多くの実体験により身に

付けた経験や粘り強さなどが如何なく発揮されていますし、現代社会では健康かつ働く意欲のある高齢者の力が求

められています。第二の人生をゼロからスタートする気持ちの切り替えが求められる要素にはなりますが、奉仕の

心を持って仕事をしてみると人生において新たな局面が開かれるかもしれませんし、人生に張りが出て、生きがい

づくりの目標ができ、気持ちが前向きになると思います。また、各シルバー人材センターでは会員が日頃からお世

話になっている地域への感謝と恩返しの意味合いで街の清掃活動などの社会貢献活動も積極的に行なっています。 

 
 

 
 
 
会員になるためには？ 

• おおむね60歳以上で、健康で働く意欲のあるならどなたでも。 
• センターの主旨に賛同した方。 
• 入会説明を受け、入会申込みを提出してください。（理事会の入会承認が必要） 
• 定められた会費を納入していただきます。 

仕事をするには？ 

• 仕事はセンターから連絡します。 
• 会員が働いた仕事量に応じて「配分金」を支払います。就業や収入の保証はありませんが、各人の希望と能力に
応じた働き方ができます。 

• 会員の技能・技術を高めるため各種の講習を実施しています。 

※登録はお住まいの近くのシルバー人材センターになります。また各センターごとに入会説明会を行っています。

本紙４ページに各センターの住所・連絡先を掲載していますので、仕事内容その他をお問合せください 
 
 
 
 
 
 

今までの豊富な知識を生かしたり、講習を受けて新しい分野へのチャレンジ、仲間と協力して働く喜び、多くの仲間がシ

ルバー人材センターで生き甲斐を見つけて生き生き働いています。新しいスタートラインはここです。あなたの元気なパ

ワーを求めています。シルバー人材センターで共に働き、共に助け合う喜びを分かちあってみませんか。 

●名  称：社団法人 愛媛県シルバー人材センター連合会 
●場  所：〒７９０－００１２  松山市一番町 1丁目 14番 10 井手ビル 3階 
●連 絡 先：TEL：(089)915-1420 FAX：(089)915-1421 
 

自主・自立 
共働・共助 
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＜お父さんお母さん、「おぉきくなぁれ」で待っとるよ＞ 社団法人今治市シルバー人材センター 

 

（社）今治市シルバー人材センターは今治市の委託を

受けて、2008年 10月につどいの広場「おぉきくなぁれ」

を開設しました。「おぉきくなぁれ」は四国初となる地元

のシルバー人材センターが運営する子育て施設で、対象

は0歳から概ね3歳の乳幼児とその保護者です。「おぉき

くなぁれ」の主な事業目的は、親子の交流・仲間作り、

育児の不安・悩みの相談で、子育てのベテランであるシ

ルバー登録会員が親身になってアドバイスしています。 

施設に登録した会員が2名ずつ交替で勤務しています。

保育士資格を持っている方もいますが、持っていない方

でも「子育てアシスタント養成講習会」を受講して、 

子どもへの接し方やおもちゃの作り方、歌い方等をし

っかりと学んでいます。なお、開設に合わせて会員の方々

が看板や家具を手づくりし、遊具を寄付。手づくりのぬ

くもりの感じられる施設になっています。他にも、子ど

もたちが仲良く過ごせるように、随時読み聞かせやイベ

ントを開催する等の工夫をしています。また、保護者の

方々から子育てや夫婦関係等の悩みをお聞きして、育児

ストレスへの対処法等を学び合っています。会員の方は

自らの経験を生かせることや大好きな子どもに囲まれな

がら働けることにやりがいを感じているようです。 

 

  

＜Re・名工（＝りめいく）達人＞         社団法人松山市シルバー人材センター① 

 

（社）松山市シルバー人材センターの会員は、Re・再来

館（りさいくるかん＝通称りっくる）のシルバーワーク

コーナーでも働いています。りっくるは、平成14年7月

に開設、翌平成15年に市の要請で法人となりました。事

業目的の「生活の中で出た不用品の再加工」にのっとり、

会員が各コーナーの仕事をしています。 

表具・表装では手際よく作業した網戸等が、木工では

再加工し美しく蘇った家具が並んでいます。 

手すき和紙工房では、牛乳パックの加工をはがし、洗

濯機で水に溶き、板ですいた後に乾燥させます。お勧め

はロゴの透かし入りの賞状で、絵手紙用に大量にはがき

の注文が入ることもあります。工房の前では、玉ねぎの

皮やよもぎを入れる等の工夫を凝らした商品を販売して

います。 

リメイク工房では、寄付により集まった

着物等の生地を使い、洋裁・和裁・小物等

の品物をセンターにて販売しています。昔

の生地は良質でリメイクした品も一味違

います。また、会員が講師を務める教室も

開いており、一般の方にも好評です。商品の売上は製作

者に渡るようにし、更に売れるよう工夫に励んでいるそ

うです。売上の一部は材料費に充てます。「家にいるより

も、外で皆と話す方が楽しい」「イベントで毎年楽しみに

してくれる人がいることや、イベントの開店前に行列が

できるのが嬉しい」と会員の方。 

なお、シルバーワークコーナーでは布や牛乳パックを

随時募集しています。 

 

 

 

＜電球替えてくれんかな？＞            社団法人松山市シルバー人材センター② 

 

（社）松山市シルバー人材センターは、一人暮らしの

お年寄りに手を貸そうと、松山・北条・中島に福祉事業

所を立ち上げました。松山の福祉事業所では、4つのサー

ビスに会員を派遣しています。介護のサービスには資格

を持った会員がサービスにあたり、その他のサービスに

は 1 カ月の訪問介護員養成講習で資格を取得した会員が

あたります。なお、事業所では無料で介護プランの作成

も行っています。会員は同じ依頼主のところで働いたり、

異なる依頼主のところで働いたり様々です。12月は特に

依頼が多くなります。 

福祉・家事援助は市と連携し、市民を対象に電話 1 本

で会員が駆けつけます。墓掃除や犬の散歩、電球交換等

のちょっとしたことでも引き受けます。 

 

 

高齢者生活支援は年の近い会員

が介護をすることで親しみが持て

ると好評です。買い物の付き添いや

病院内での食事介助をします。 

ばあばママ（子育て支援）では、1歳から小学生の留守

中の預かり、保育施設への送迎、外出の際の育児補助や

産前・産後の家事、育児の手伝い等のサービスをしてい

ます。 

訪問介護では、家事をしたり、食事介助や入浴等の介

護をしたり、相談に乗ったりしています。 

「会員皆さんの声に耳を傾けています。中島や北条の

事業所では障害福祉や通所介護、訪問入浴介護のサービ

スもしています。松山でも場所が確保できれば、サービ

スを提供したい」とスタッフの方。 

続いて、今治市・松山市・砥部町のシルバー人材センターの特徴的な仕事の内容をご紹介します。
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＜にこにこして、おもしろに、元気でやろう＞   砥部町シルバー人材センター  

     

砥部町シルバー人材センターの特徴である地域に密

着した仕事は、大きく3つあります。 

 1つ目は農業です。主に後継者のいないみかん農家

から依頼を受けて、会員が剪定や収穫を行います。4

月には稲を植え、夏にはブルーベリー、秋から冬にか

けてはキウイやみかんを、冬にはデコポンや梅を収穫

します。剪定等の仕事もあるので、ほぼ1年を通じて

仕事があります。剪定の技術を持っている方もいます

が、持っていなくても講習を受けて技術を身につける

ことができます。また農協から稲作の依頼を受けて、

稲作経験のある会員が土づくり・もみづくり・もみ撒

きをし、農家に渡します。無理のないよう、7～10日

ずつ交替制で、常に安全第一で仕事を行っています。   

 2つ目は、観光ガイドです。

案内好きな人が集まって、砥

部焼や梅まつり、とべ動物園

やこどもの城等でガイドを務めています。講習会では、

センターオリジナルの「陶街道五十三次ガイドブック」

を基にガイドを養成。実際に観光地に足を運んで研修

を行いいます。  

 3つ目は観光客でにぎわう動物園・こどもの城での

仕事です。こどもの城で草引きをしたり、とべ動物園

では土日のみライオンバスの運転をしたりしています。 

「元気だから仕事ができて、仕事をするから元気に

なる。会員の皆さんには、にこにこして、おもしろに、

元気でやろうと言っています」とスタッフの方。       

＜愛媛県のシルバー人材センター一覧＞ 

市町名 電話 所在地 

松山市 089-933-7373 
松山市若草町8番地3 

松山市ハーモニープラザ内 

今治市 0898-22-2003 今治市恵美須町2丁目2－4 

宇和島市 0895-23-3355 
宇和島市住吉町1丁目6番16号 

宇和島市総合福祉センター2階 

八幡浜市 0894-36-3751 八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地 

新居浜市 0897-41-2400 新居浜市松原町1番23号 

西条市 0897-55-7785 
西条市大町457番地 

西条市市民公園管理事務所内 

伊予市 089-946-7377 伊予市灘町363番地 

四国中央市 0896-57-0455 四国中央市金生町下分825番地1 

大洲市 0893-23-0312 
大洲市東大洲270番地1 

大洲市総合福祉センター3階 

西予市 0894-33-3046 
西予市三瓶町朝立1番耕地360番地1 

三瓶保健福祉総合センター内 

東温市 089-955-5535 
東温市田窪300番地2 

東温市社会福祉協議会内 

久万高原町 0892-21-3185 上浮穴郡久万高原町上野尻839 

松前町 089-984-6044 伊予郡松前町筒井886番地３ 

砥部町 089-958-7776 伊予郡砥部町原町249 

内子町 0893-44-3820 
喜多郡内子町内子1515 

内子町役場内子分庁内 内子町社会福祉協議会 

伊方町 0894-57-2180 
西宇和郡伊方町三机乙1087番地 

伊方町社会福祉協議会瀬戸支所内 

愛南町 0895-72-1111 
南宇和郡愛南町御荘平城3063番地 

愛南町御荘支所内 
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