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平成２５年度事業実施計画 執行状況

１.基本方針

（１）安全の推進と事故防止対策に努めます

（２）適正就業の推進と

会員の適正にあった就業の提供に努めます

（３）新規会員の加入促進に努めます

（４）新たな就業開拓を求め、事業の維持拡大に努めます

（５）接遇や技能アップに努め顧客満足度の向上に努めます

（６）地域班、職群班（仕事別グループ）の活性化を推進します

（７）広報活動を充実し、事業の普及啓発活動を推進します

（８）ボランティア活動に取り組み、地域に貢献します

（９）独自事業の推進に努めます

（10）事務局運営の合理化・効率化に努めます

２.事業実施計画

（１）安全の推進と事故防止の対策

安全・適正就業部会及び安全推進員を基軸にして健康で安全に

働くことを目的にした「安全・適正就業計画」を策定し、次の

事項を実施します

①安全パトロールを計画的に実施し、不安全な状態や行動を早

く発見し会員の安全管理の徹底を図る

②就業上就業途上で発生した事故の分析とそれに伴う事故防

止

③災害要因が生じないような作業環境をつくりあげる

１．基本方針

基本方針をはじめとする事業執行は理事の担当部会制とし各部会

の担当理事は別に次のとおり配置しました

安全・適正就業部会（部会長）天谷理事

業務部会 (部会長)竹原理事

総務部会（部会長）大谷副理事長（地域班担当）尾川理事

広報部会（部会長）柿木理事

独自事業部会（部会長）黒瀬理事

事務局 (事務局長)森山常務理事

２.事業実施報告

（１）安全の推進と事故防止の対策

①安全・適正就業の目標設定

１.事故の未然防止に努め、傷害事故発生件数を０にする

２.適正就業を徹底しコンプライアンス（法令遵守）を図る

②安全・適正就業パトロール実施 ６／２５ ７／２５ ９／２５

１０／２３ １１／２１ 計５回

（パトロール結果指導事項）

○作業前の安全就業チェック表の活用徹底

○救急用品の不携行、看板標識の未設置

○自転車での就業途上（交通事故）注意

○梯子の未固定

○手袋、防護めがね、草刈機安全ガードの未装着
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④パトロールで不注意を正しても会員が聞き入れないケース

があり、そのままに放置しておけば重大事故に結びつきかねな

い。会員の意識改革を図る目的から罰則条項を適用し厳格に対

応する

⑤会員１人ひとりの事故防止への意識を高めるため「安全・適

正就業大会」を実施する

⑥全会員を対象に「健康調査表」の提出を促進し、会員の健康

状態に応じた就業の提供に配慮する

⑦自動車を運転する会員を対象に「自家用自動車使用登録届出

書」の提出を促進し、免許証更新の有無や任意保険料の加入状

況を確認するとともに、シルバー保険は自動車事故に対応でき

ないことを案内する

⑧県内の高齢者が犠牲者となる交通事故が多発している。セン

ターでも就業途上においての運転手や歩行者としての事故が

懸念されるので、交通安全教室を実施し、交通事故防止につい

て啓発する

○燃料ポリ携行缶のペットボトル代用不適正

③安全・適正就業促進大会の実施

日 付：平成２５年７月２４日（水）

場 所：上志比文化会館サンサンホール

参加者：会員２７名

内容：「高齢者の交通事故防止と交通安全モラルについて」

福井警察署交通課

「どうすれば事故は防げるのか」福井県シ連中山茂治氏

④健康調査票の徴集

会員の６０％から徴集。報告内容をセンター独自で基準を

設けてランク別に管理しセンターより紹介する作業内容

が会員の健康状態に適しているかどうか確認を行った。引

き続き、会員には自己の健康管理に努めるよう啓発した

⑤技能講習会等

○草刈り機操作方法及び安全講習

日付：平成２５年７月１０日 会員２９名受講

場所：緑の村運動場

○農薬安全使用講習（主催：福井県）

日付：平成２５年７月１２日

場所：福井県農業共済会館

○剪定技能講習会

日付：平成２５年７月３０日 会員６名受講

場所：松岡福祉総合センター翠荘

○雪吊り技能指導及び安全講習

日付：平成２５年１１月１４日 会員１５名受講
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（２）適正就業の推進と会員の適正にあった就業の提供

法令遵守に基づく適正就業の推進と多様化する会員のニーズ

に応え、適正にあった仕事の提供に努めるほか、受注拡大に向

けた業務体制の充実・強化を図ります

①ワークシェアリングの拡大により、未就業会員や新入会員に

より公平な仕事の提供に努める

②適正就業については、受託事業の業務内容等を自主点検作業

で検証し法令遵守に努める

場所：松岡福祉総合センター

○剪定座学指導及び安全講習

日付：平成２６年３月１２日 剪定班８名受講

場所：センター２階会議室

⑥事故発生件数７件（前年→５件）

内訳 傷害３件（前年１件）賠償４件（前年４件）

（内容）段差に足をとられ持っていた器具で自身の足を負傷

ごみ運搬で鴨居に頭をぶつけて転倒し腰を打撲

高齢者施設で足を滑らせ転倒し腰を打撲

除草剤飛散による隣接する田の稲枯れ ２件

庭木の剪定宅で梯子によるガラス割れ

乗用機械のガラス破損

⑦ペナルティ発令

ブルーカード→３名

違反項目：保護具等未装着・安全注意義務・安全作業ポイント

（２）適正就業の徹底

自主点検表を作成し現状を把握。臨時的かつ短期的な就業

である月１０日・週２０時間・月８０時間を超えないこと

指揮命令がないこと等の確認に努めた。また、労働局が主

催する職業紹介責任者研修会等に参加し労働者派遣関連法

令について正しい知識の習得・理解の促進に努める

①適正就業推進員（非常勤）の設置

②福井県農薬管理指導士の資格取得者の設置

③職業紹介責任者講習会 １２／３



4

③センター通信「就業情報」を、地域班を活用して定期的に提

供する

④会員就業相談会を毎月 25 日に開催し就業上の問題は早期解

決に努める

⑤同一就業場所での継続就業期間を原則２年以内と定めてい

るので新たに希望する会員がある場合には、適正を考慮し就業

交替に努める

⑥多様な働き方を希望する高年齢者の就業機会の拡大等を図

るため、シルバー派遣事業への取り組みを推進する

（３）新規会員の加入促進

平成 18 年度以降のセンター会員数は減少傾向にあります。特

に団塊世代の入会は定年退職後の雇用延長制度等の実施によ

り期待を大きく下回りました。会員数の拡大は､受注拡大・適

正就業の観点からも今後のセンターの基礎体力の増強に繋が

るので加入促進に向け強化に努めます

①町広報誌への掲載依頼

町が発行する広報誌は地域住民の関心が高く地域社会への浸

透に大きな効果が期待できるためできるだけ回数多く関係記

事を掲載してもらう

②インターネットの活用

就業現場の情景を紹介して就業会員を募るなど効果的な活用

を図る

（３）新規会員の加入促進

①町広報誌への掲載依頼

町が発行する広報誌は地域住民の関心が高く地域社会への浸

透に大きな効果が期待できるためできるだけ回数多く関係記

事を掲載してもらった

②インターネットの活用

就業現場の情景を紹介して就業会員を募るなど効果的な活用

を図った

③永平寺町の行事を利用

○永平寺町産業フェアー2013 緑の村四季の森文化館

１０／２０ 手芸販売、案内看板設置、パンフ配布案内

○永平寺町文化祭

１１／２～３ バザー手芸販売、案内看板設置、パンフ配布
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③各種会合時を利用

老人クラブ等の団体が主催する高齢者向けの会合に出席する

機会を得てセンターの基本的な理念や仕組みについて広報し

入会を勧奨する

④退職予定者を対象にした入会勧奨の実施

官公庁及び民間企業の退職予定者等を対象に入会勧奨を行う

⑤地区別の入会説明会の実施

地区別の入会説明会を定期的に実施する

⑥口コミによる会員一人がひとりを増やす（ワンワン）運動の

実施

会員がセンターを知った動機で「友人・知人の勧誘」を挙げる

会員は上位を占めており会員の口コミによる入会促進は効果

が高い

（４）新たな就業開拓と事業の維持拡大

センターで取り扱う公共事業の多くは、随意契約（地方自治法

施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号及び第 4 号）で受託しており

ますが、受注量を維持することは年々厳しい状況となってお

り、既存の就業の継続と新たな就業の拡大に努めます。

また、民間（一般家庭含む）の就業は「主として、地域社会の

日常生活に密着した仕事」でどちらかというと、民間の本業で

はカバーされていない分野の仕事を取り扱うこととなってお

り、子育て世代や高齢期の独居生活を支えることが地域で強く

（４）新たな就業開拓と事業の維持拡大

①配分金 ９１，７１１，９２７円（前年より８．９％減少）

材料費 ２，８５９，５６３円（前年より１８．４％減少）

事務費 ６，３７０，５０７円（前年より７．７％減少）

合 計１００，９４１，９９７円（前年より９．２％減少）

（内訳）

公 共 ３２，２４７，５４５円（前年より１７．６％減少）

民 間 ５３，３７０，９４０円（前年より７．５％減少）

家 庭 １５，３２３，５１２円（前年より７．３％増加）

②就業機会開拓推進員１名を配置
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求められている状況です。残念ながらセンターの現状は、草取

りや掃除を希望する会員が激減しています。地域社会を支える

担い手として、これらの事業規模を拡大するため対策強化を図

ります。

①就業機会開拓推進員の配置

②就業会員の確保を図るため地域へ事業案内を広める

③会員のスキルアップのための研修会の実施

（５）顧客満足度の向上

会員の資質向上とセンター組織の機能性、能率性を上げるとと

もに、地域からの信頼と満足度を高める

①「顧客満足度調査」を継続し、就業形態別にアンケート内容

を作成することで、会員・事務局職員の意識啓発に活用する

②請負契約と見積りを徹底し、発注者にわかりやすい料金体系

を作成する

③会員の接遇マナー向上研修の実施

④就業苦情処理（クレーム対応）

○平成２５年度事業目標と実績

（国庫補助金）機能強化推進事業活用

訪問件数：２３４件（年間目標２２０件）

契約件数：５４８件（ 〃 ５００件）

○具体的な実施内容

(1)就業機会開拓推進員を配置し、一般家庭や企業に対しての就

業機会の掘り起こし

(2)高齢者にふさわしいと思われる新たな就業と就業を希望す

る会員を結びつけるため以下の調査を行った

○会員への就業調査 回収率２０％

（会員４９名回答／２４０名）

調査実施期間：平成２５年１２月～２６年３月

○発注者へのニーズ調査→就業満足度調査で兼ねました

調査実施期間：平成２５年４月～２６年３月

（５）顧客満足度の向上

①発注者の声を事業内容に生かすためアンケートを実施

アンケート結果を今後のサービス向上と事業運営に反映さ

せ顧客満足度の向上を目指し会員の就業拡大を図る

→ 回収数９３件 会員の就業状況「満足」９０％

（主な意見）

○高齢者世帯でお願いしたいことが諸事あります

○作業に入る前には必ず連絡をください

○現在の会員は非常に丁寧で急に休むこともなく満足して

いるが、後任の方が同じレベルで仕事してもらえるか心配

○とてもきれいに仕事をしていただきました 感謝
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発注者からの苦情を大切な提言と捉え丁寧に対応する。また、

現場での解決や、担当職員レベルでの解決が図れない場合に

は、苦情の内容を調査し公平かつ中立的な立場で解決は組織的

に図る

○気さくななかに肝心な話もあり要領がよい

○全員一生懸命でよかった 感謝

○請負に変わったので少し困りました。前の方がよかった

○お茶を出さないと悪いように思うが、不要なら書面で知ら

せて。高齢になると買い物に行きにくいので

○チームワークが良い

○作業中のおしゃべりの声が大きいので注意した 仕事は

てきぱきしていて良かった 感謝

○一人暮らしのため大変たすかっている 感謝

○前にお願いしたところより安い 感謝

○段取りよく仕事が早いので感心した 感謝

○礼儀正しく丁寧で好感をもちました 感謝

○地域の方なので頼みやすい

○日程をうまく合わせてもらって助かった 感謝

○料金明細を事前に提示してほしい

○頼みやすい 仕事がきれいだ

○いままでの造園業より安い 感謝

○垣根がきれいになって家がシャキッと見える 感謝

○作業前に下見にきてもらった 感謝

○混んでいると聞いたが予定日より早く来てくれた 感謝

②会員の接遇マナー向上

○班会議や会員への就業案内時に個別に随時対応

③就業苦情処理（クレーム対応）

○発注者より会員名指しで退会させてほしい（就業させないで

ほしい）の申し出あり（理由）モラルの低下
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（６）地域班・職群班（仕事別グループ）の活性化の推進

班長を中心として活発に運営するための会員数の適正規模や、

活動状況を踏まえた班の設置基準について部会・理事会で検討

します

地域班は次の事項に取り組みます

①地域の意見や情報について、理事と地域班が連携し必要な情

報の提供・収集を図る

職群班（仕事別グループ）は次の事項に取り組みます

①グループリーダーの資質向上を図るため、リーダー研修や班

会議の推進を図り、受託業務の円滑な遂行に努める

②仕事別グループを公共事業・民間事業の職種にも広げて組織

化を図る

（７）事業の普及啓発活動を推進

シルバー事業の理念や仕組みを広く浸透させるとともに、シル

バー事業に対する会員の意識向上の醸成を図るため、次により

広報活動を行います

①会報「シルバー永平寺」は、会員の身近な記事を中心に、読

みやすく内容も充実した編集に取り組み、永平寺町の協力を得

て全戸配布することで広く町民に PR する 発行回数 年３回

②事務局だより「センター通信」の隔月発行に併せ「就業情報」

（対応）会員と発注者の食い違いあり。以後は就業させないこ

とで了解

○請負の見積額が昨年来と比較し「高い」の苦情

(対応)理由を説明し就業内容変更後受注もしくは依頼取消

（６）地域班・職群班（仕事別グループ）の活性化の推進

地域班

①地域の意見や情報について必要な情報の提供・収集を図った

職群班（仕事別グループ）

①グループリーダーの資質向上を図るため、班会議の推進を図

り、受託業務の円滑な遂行に努めた

②仕事別グループを再編する組織案を作成した

（７）普及啓発の取り組み

ア：ホームページ公開

イ：広報誌「えいへいじ」発行 ５，５００部 全戸配布

年３回発行→８月、１１月、２月

ウ：事務局便り「センター通信」発行し全会員へ配布

内容：就業情報や講習等の開催案内、安全啓発など

４月、６月、８月、１０月、１２月、２月

エ：町広報誌のカレンダーへ入会説明会開催日を毎月掲載
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「安全就業通信」「理事会だより」を発信し、全会員へセンタ

ー情報を提供する

③ホームページの内容を充実させ、最新で正確な情報を提供す

る

④「永平寺町」広報紙に入会説明会の開催を毎月掲載するほか

事業の啓発記事掲載を依頼

⑤こしの国ケーブルテレビへ事業内容を提供し、取材・放映の

協力を依頼

（８）地域貢献活動の推進

地域社会を支える担い手として広くセンターの存在を周知す

るため、県内のシルバー人材センターで「シルバーの日」（10

月）に社会奉仕活動に取り組みます

（９）独自事業の推進

ＰＲ活動を行い、会員の創意と工夫による事業活動を基本に積

極的に展開します。既存のもの以外に、会員の特技を活かした

内容を検討して新たな仕事の一つとして拡大に努めます

内容

①「あおぞら市」での新鮮野菜や手作り作品お総菜の販売（継

続）

②着付け教室（新規）

③洋服リフォーム、通園バッグ作成（新規）

④カルチャー講座（白川文字・手芸・書道・パソコン教室）（新

規）

⑤学生服リサイクルショップ（新規）

オ：こしの国ケーブルテレビへ情報を提供し事業内容を放送

（キッズクラブ）７／２９野菜をおいしく食べよう

２／２２チョコレート教室

（８）ボランティア実績

ア：平成２５年１０月１９日（土）朝７時 参加数５１名

内容：九頭竜川河川敷の環境美化（空き缶ごみ拾い）

場所：中島河川敷、谷口河川敷、松岡河川敷

（９）会員の働く機会を広げるため、会員の新しい思いつきや考えを

会員自らで実施する独自事業を次のとおり実施した

○あおぞら市（余剰生産された野菜や趣味の作品販売）

６／２９ ７／２０ ８／２４ ９／２１ １１／１６

センター駐車場・倉庫で開催

合計売上４９３，６７１円 就業延会員１２２人日

○９／２８ シルバーフェスタイン美浜での販売

合計売上１８１，８１８円 就業延会員８人日

○キッズクラブ

合計売上３８０，３００円 就業延会員１３７人日

○１０／２０ シルバー産業フェアー参加（手芸販売）

○１１／２～３ 永平寺町文化祭バザー参加（手芸販売）

○ゆかた着付け教室 → チラシ配布 未実施（８／２５）
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（10）事務局運営の合理化・効率化

①会員による事務局業務への参画について積極的な活用を図る

②事業運営の合理化や効率化に向け積極的に取り組む

③職員は、限られた人員で質の高いサービスを提供し、会員や

発注者から信頼されるよう努める。また、職務上の問題は職員

会議を利用し職員間で共有し早期解決に努める

○洋服リフォーム → チラシ配布

○通園バッグ作成 → チラシ配布 １１／１８

○学生服リサイクルショップ → チラシ配布

○カルチャー講座（白川文字・手芸・書道・パソコン教室）

（10）事務局運営の合理化・効率化

前年分財産増加額を財源に補正を実施した。公益法人は非

営利団体で、収支相償（収入－支出＝０）を原則に、増加分

は当年度（場合により２年後まで）に新たな事業をおこなう

こと等で解消し、引き続き、公の利益を目的とした事業に取

り組まなければならない。一方で収支が赤字になる運営では

継続的な事業ができなくなり、会費や事務費の値上げ、事務

局の人員削減など事業運営の改善が必要となるため公益法人

にふさわしい健全な事業運営に努めた。

なお、消費税率は４月に８％、来年１０月には１０％へと

２段階で引き上げられることになるため契約金額（配分金・

材料費・事務費）はそれぞれ消費税内税処理されており、増

税への対応を理事会で検討した。

また、事務の効率化を図るために、現状の課題について職

員会議を中心に協議し解決に向けて検討を重ねた。

①財源の確保

賛助会員の募集（会員証交付）

期間内２６件３７口 新規１件、退会１件

②関連する理事会審議議事項

○第２回→補正承認、中期計画の策定

○第３回→消費増税への対応、中期計画、固定資産（車）
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３.その他の取り組み

（11）企画提案型方式による事業の取り組み

処分

○第４回→中期計画

○第５回→補正承認（2階会議室改修）、26 年度事業計画

26 年度収支予算書

≪会議等開催状況≫

通常総会 ５／２５

理事会 ５／１６ ８／２２ １１／２５ １／２４ ３／２０

内部監査 ４／２６ １０／３０

安全適正就業部会 ６／１８ ７／３０ １０／２２ ２／１３

業務部会 ６／１８ ７／４ ７／３０ １０／２２ １２／４

２／１２

広報部会 ５／２９ １１／１１ １／１６

総務部会 ９／１８ １０／１５

地域班長会議 ２／１９

職員会議 ４／２５ ５／２７ ６／２５ ７／２５

８／２６ ９／３０ １０／２４ １１／２６

１２／２５ １／２４ ２／２５ ３／２６

公益認定委員会（公益社団法人立入検査） ９／４

安全運転管理者講習 ９／１７

ｴｲｼﾞﾚｽﾕｰｻﾞ-研修会 １０／２５

農薬安全使用講習会 ７／１２

先進地視察 １／１４（高浜町シルバー）

３.その他の取り組み

(11)企画提案型方式による事業の取り組み
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前年度から引き続き、子育て・教育分野の「わんぱくキッズ応

援事業」を学校・地域住民や、地方自治体と協力して以下のと

おり実施する

 社会環境の変化、価値観の多様化が進む中、地域社会が連携

し青少年を健全育成していく機能は年々低下している。大都

市圏と比べると高齢者が子育てを支援する家庭は多いもの

の、地域で健全育成に取り組む体制は必ずしも万全とは言え

ない状況であるため本事業を実施する

 町内児童（１年から６年）を対象とした、読み書き、料理、

農作業体験及び市場での販売等、様々な体験学習を提案し、

指導にあたるキッズクラブの実施

 環境に優しい、地産地消・自然循環型農業について学ぶ機会

の実施

○平成２５年度事業目標と実績

（１）従事会員１０名 ２６名

（２）就業延人員１００人日 １３７人日

（３）参加児童数延べ１３０人 ２７７人

（４）利用者満足度８０％ ９４％

具体的な事業内容

①子育て・教育分野「わんぱくキッズ応援事業」

ア：キッズクラブの実施１３回

内容：農業体験、サイエンス教室、クッキングサロン等

イ：利用者アンケート、満足度調査実施

○キッズクラブ終了時に子どもを対象に調査

回答２４２枚→ 満足９４％ 不満４％ 未記入２％

（不満の理由）楽しくない、作業が難しい

○参加した子どもと保護者を対象に郵送で調査した

回答数５７枚／１０７人→回収率５３％

ウ：広報活動

広報誌「シルバー永平寺」全号に記事掲載

ケーブルテレビ ７／２９野菜をおいしく食べよう

２／２２チョコレート教室

エ：子育て支援課、生涯学習課等行政担当課との打合せ

オ：本事業の取り組みによる独自事業（収入）

事業収入３８０，３００円

就業会員２６人 就業延人数１３７人

（事業成果評価について）

国庫補助終了後の事業継続に向け引き続き事業収入の
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（12）（公益社団）福井県シルバー人材センター連合の実施する一般

労働者派遣受託事業への取り組み

 シルバー派遣事業は、シルバー会員が発注者の従業員と混在

して作業することや、発注者の指揮命令を受けて作業できる

ように取り入れられた。これまでの受託事業（請負・委任）

より就業可能な職種が増加することとなり本事業への取り組

みは、会員の就業機会の拡大と適正就業の徹底につながる

（13）（公益社団）福井県シルバー人材センター連合事業への参加

 会員及び役職員の各種研修会

 普及啓発活動、各種行事

確保に努める

②すみずみサポート事業実績

契約件数３５件 契約金額７５１，１４０円

就業延人員４８４人日

内容：児童クラブ学校休日の早朝児童受け入れ、家事援助

（乳児の子守り、調理補助）

（13）一般労働者派遣事業実績

派遣人員：８名 （前年８名）

就業日数：５１８日 （〃４０３日）

契約金額：３，６２１，９８７円（〃２，３１２，２１０）

派遣時間：２，９２９時間 （〃１，８７９時間）

内容：永平寺町内福祉施設への後方支援（介護全般：入浴

介助、着替え、話し相手、利用者受け入れ、施設内環境整

備、清掃、食事介助）、自動車送迎、剪定補助、草刈

（14）県連合事業等への参加

ア：各種研修会及び会議

全シ協定期総会 ６／２０

連合総会 ６／２４

理事長会議 １０／１８

理事会 ６／１０

事務局長会議 ６／５ ９／１８ １１／１３ １／２３

理事長会議 １０／１８

事業運営検討委員会 ７／３１

北信越シルバー総会 ７／１１

北信越シルバー役員事務局長研修 ７／１１
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北信越職員研修 １１／２１

安全・適正就業促進大会 ７／２９

シルバートップセミナー １０／３１

安全・適正就業実務担当者会議 ６／２０ １２／２０

シルバー事業運営検討会 ７／３１

シルバー派遣事業運営推進会議

決算処理等研修会 １／２１

リーダー研修会 ２／１８～１９

職業紹介責任者講習会 １２／３

イ：普及啓発月間 シルバーフェスタイン美浜 ９／２８

実行委員会 ６／２８ ８／９ １２／１９

ウ：安全パトロールに同行（連合安全推進員中山茂治氏）


