
(資料提供) 令和3年9月 吉日

10月 「シルバー人材センター事業普及啓発促進月間」の取り組みについて

1要 旨

近年、労働力不足が深刻化する中で、就業を通じて概ね60歳 以上の高齢者の「居場所」と「

出番」をつくり、併せて高齢者の生きがいの充実や社会参加の促進に寄与するシルバー人材

センターへの期待は、ますます高まっています。

このような中、シルバー事業の意義を広く社会に周知しご理解いただくとともに、シルバー

への入会を促進するため、全シ協(全 国シルバー人材センター事協会)で は、10月 を「シルバ

ー人材センター事業普及啓発促進月間」と定め、集中的に普及啓発活動を展開することとして

います。

これを受けて本県では、加入率の低い女性層を夕一ゲットとした入会促進活動を中心に、県

下34セ ンターが連携して様々なPR活 動を展開します。

2本 県の取り組み

(1)キャンペーン、ボランティア活動(別紙1)

①10月16日(土)(10月 の第三土曜日はシルバーの日)を中心に各センターが、それぞれ静

岡県内の主要鉄道駅やショッピングモール、イベント会場において、のぼり旗の掲出やチラ

シ、普及啓発品(携帯アルコールスプレー)を配布するキャンペーンを実施

②公共施設、公園、駅等でシルバー会員が除草 ・清掃のボランティア活動を実施

③その他、市町広報紙へ広告掲載など啓発活動を実施

※新型コロナ感染状況により中止 ・変更となる場合があります。

(2)会 員募集ポスターの作成掲示(別 紙2)

女性の入会促進をテーマとしたポスターを新たに作成し、各センター、公共施設をはじめ関

係先において掲示

(3)インターネット広告の展開(別紙3)

県公式HP(ト ツプページ・富士山ビュー)におけるバナー又は、ヤフー・グーグルの文言検索

の結果画面から会員拡大 ・就業開拓向け動画をアップした広告に誘導

(4)マ スメディアを活用した広報活動(別紙4)

①新聞広告及び記事掲載

②県広報紙「県民だより」(10月 号)広 告掲載

③テレビCM及 び番組内でのPR

④ラジオでの取り組み紹介

(5)「女性委員会」の新設

静岡県シルバー人材センター連合会に新たに「女性委員会」を設置し、女性会員の獲得に向

けた方策や女性会員向けの就業先の開拓、女性役職員の登用などについて検討

当会の取り組みにご理解いただき、取材、記事掲載をお願いいたします。

公益社団法人

静岡県シルバー人材センター連合会

静岡市葵区黒金町5-1静 岡労政会館4階

担当:竹内・山崎

電話:054-254-7240



(参考資料)

シルバー人材センターとは、高齢者の 「健康づくりと生きがいづくり」を目的に法

律(高齢者等の雇用の安定等に関する法律)に基づき設立された、営利を目的とし

ない公共的・公益的な団体です。

高齢者が臨時的かつ短期的または軽易な就業やボランティア活動をはじめとす

るさまざまな社会参加を通じて自分の能力を活用し、自らの生きがいの充実や地

域社会の活性化に貢献することを支援 しています。

(データ)令 和2年 度末

全 国 静岡県

項 目 実 績 実 績

団体数 1,303SC ※34SC

会員数 698,419人 20,533人

(男性) 462,179人 13,223人

(女性) 236,240人 7,310人

粗入会率

*60歳 以上人口に

対する会員数の割合

1.6% 1.6%

(男性) 2.4% 2.2%

(女性) 1.1% 1.0%

平均年齢 73.8歳 73.9歳

(男性) 74.1歳 74.0歳

(女性) 73.4歳 73.7歳

SC:シ ルバー人材センター ※袋井市、森町 は共 同のセンター



令和3年度10月 「シルバー人材センター事業普及啓発促進月間」各センターの取り組み (別紙1)

①キャンペーン

センター名 実施日 実施時間 実施場所 備 考

沼津市 10月16日 10:30～12:00 JR沼 津駅南ロイーラデ東側歩道 グッズ等配布

三島市 10月30日 10:00～12100 三島市立楽寿園 三島市楽寿園主催の『菊まつり』

伊東市
10月3日

又は10月10日
調整申 伊東市藤の広場

「I　TO　MARCHE」(い とう マル

シェ)」

裾野市 9月17日 16:00～17:00

・マックスバリュベルシディ裾野店
・カドイケ裾野御宿店

・カドイケ裾野東店

伊豆市 10月16日 10:00～12:00 調整中 市内スーパー、量販店等6か 所

伊豆の国市 10月16日 10:00～12:00 韮山文化センター 「市民ふれあい広場」

小山町 10月16日 10:00～11:00 ポテト小山店 ・マックスバリュ小山店

南伊豆町 10月15日 10:00～11:00 南伊豆町武道館 来館者を対象

焼津市SC 10月 中旬 調整中 マックスバリュー・グランリバー大井川店

藤枝市 10月16日 10:00～11:00 藤枝市蓮華寺池公園

牧之原市 10月16日 10:00～11:00
相良地区:ミルキーウェイショッピングタウン

榛原地区:スーパーカネハチ 榛原店

吉田町
10月24El

(～11月23日
迄一か月間)

24H対 応 インターネット上のWEB特 設会場
第39回吉田町ふれあい広場(他団体
と共同開催)

川根本町
10月 から11月

日程未定
調整中 川根本町役場本庁舎 町の産業祭に合わせた(本年度未定)、

即売会(仮定)等の実施

浜松市

10/15
10/20
10/22
10/26

1400～1600

1400～1600

1000～1200

1400～1600

10/15ふ れあい交流センター青龍
10/20δ ・れあい交流センター江之島

10/22ふ れあい交流センター萩原
10/26ふ れあい交流センター可美

磐田市 10月16日 調整中 「ららぽ一と磐田」 施設からの回答により中止の場合あり
(現在回答待ち)

御前崎市
10月16日

(調整中)
10100～10:30 マックスバリュ東海浜岡店

②ボランティア

センター名 実施日 実施時間 実施場所 備 考

三島市

10月6日

各地域組織へ依頼

小学校及び公民館の除草等清掃活動

10月9日 中央地区からJR三 島駅周辺 ・ごみ拾い等

10月10日 三島市民体育館から北上地区周辺・ごみ拾い等

10月23日 公民館の除草等清掃活動

清水町 10月16日 10:30～11:00 柿田川公園駐車場 除草作業

長泉町 10月16日 8:30～10:30
シルバー会員が、自宅近くの集会所等から、長泉町役場の
駐車場まで

ごみを回収と清掃

下田市 10月27日 9:30～11:30 下田市認定こども園で草刈、草取

西伊豆町 10月9日 8:00～10:00 役場及び町の施設 草取り、勇定

河津町
10月15日

未定
9:00～11:00 町内端戸山公園 草刈清掃

東伊豆町 10月16日 9:00～11:00 陣屋公園 会員による草刈りや勇定作業

松崎町 10月16日 8:00～11:30 道の駅花の三聖苑 草刈・清掃等(詳細場所調整中)

島田市 10月2日 8:00～9:00 大井川河川敷など8力 、公民館・公園など 除草・清掃作業

湖西市 10月16日 8:30～9:30 新居文化公園 周辺のごみ拾い等



令和3年度10月 「シルバー人材センター事業普及啓発促進月間」各センターの取り組み (別紙1)

③その他

センター名 実施日 実施時間 実施場所 ・方法 備 考

三島市

10月10日 ～ 三島市内全域に新聞折込チラシを入れる

10月15日 ～ 三島ハローワーク内にて就業相談会

10月1日 ～31日 ～ 高齢者いきがいセンターにのぼり旗の設置

富士宮市 10月1日 ～31日 ～ 会員による1人1会員加入活動
普及啓発月間に会員各自でチラシと
グッズを利用し、普及啓発を行う

富士市 10月

10/16新 聞折込チラシによる普及啓発活動

10/20「 広報ふじ」にセンター記事掲載
10月 期～ 郵便局窓ロデジタルサイネージに広告掲載

御殿場市 10月5日 ～ シルバーの日、シルバー月間の広報を「広報こてんば」

10月5日 号に記事掲載

10月5日 号又は10月20日 号に会員

募集記事を掲載依頼

静岡市 10月 ～ 自治会回覧板にチラシを入れる

焼津市SC

10月15日 ～
焼津市SC毎 月発行「おたより」配布時に普及啓発活動月間
として例年通り会員1名に2枚の普及啓発パンフレットを依
頼し勧誘活動

10月1日 FM島 田番組み放送 シルバー月間(シルバーの日)の説明

10月 ～ 焼津市の広報「10月号」に焼津市シルバー人材センターの
入会案内等を掲載済み、中旬配付

浜松市

一 ～ 【全市】
会員全員による会員拡大のためのチラシ配布を行う

9/5・12/5 ～ 【浜北事務所】
自治会回覧に会員募集チラシの回覧・配布を依頼。

10/5 ～ 【天竜事務所】
天竜自治会に会員募集チラシの回覧文書・全戸配布を依頼

菊川市 10月7日 ～ 会員募集のチラシを作成し、全戸配布

御前崎市 9月 中旬 ～ 市広報誌9月号にセンター事業への理解促進のための記事
及び会員募集記事を掲載し配付(中旬)
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マスメデ ィアを活用 した新聞 ・テレビ・ラジオ、その他の広報活動 (別紙4)

媒 体 掲載 ・放送日 番組名・掲載 内 容

①新 聞

10月16日(土)

静岡新聞朝刊(全県)

シルバーの日

会員募集広告

10月19日(火) シルバー月間PR広 告

②県民だより 10月 号 広告掲載 会員募集広告

③テレビ

10月8日(金)
～10月31日(日)

SBSテ レビ・第一テレビ

コマーシャル

シルバー人材センター

事業紹介(会 員動画)

10月12日(火)
SBSテ レビ

お買い物いいね!
シルバー月間 ・シルバーの日

10月18日(月)
第一テレビ

Dstyle
シルバー月間

10月22日(金)
SBSテ レビ

『ちょこっといいね!』

シルバー人材センター

事業紹介

④ラジオ 10月26日(火)
SBSラ ジオ

『スクーピー』

入会促進

セミナー紹介

②県広報紙「県民だより」広告


