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平成２６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）の活性化を積極的に推進し

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

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

担当理事は次のとおり配置しています ○→部会長

（１）（２） 安全・適正就業部会 ○山尾理事

（２）（４）（５）事業部会（就業開拓促進）（仕事別グループ）

（６） ○竹原理事 岸理事 尾川理事

（３）（６）（８）総務部会（地域班）○河野理事 朝井理事

（７） 広報部会 ○大倉理事

（９） 独自事業部会 ○黒瀬理事

（10） 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 計５回

4/28 6/27 7/30 8/29 9/26 10/31

安全・適正就業推進員ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 10/1～12/8 13 回

（パトロール結果指摘事項）
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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

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

◎中期計画策定内容

「安全は全てに優先する」という基本姿勢に立ち返り事故の撲

滅に努め

「事故ゼロ」を目指します

○混合油オイル缶の保管場所に注意 日陰に保管を

○保護メガネ・ヘルメットの未装着

○救急箱の未携行

○作業中看板の未設置

○作業服のシャツのすそがズボンに入っていない

○作業会員の車の駐車場所に配慮を

○１人作業は発注者の在宅時に限る

③安全・適正就業促進大会の実施

日 付：平成２６年１１月１２日（水）

場 所：上志比文化会館サンサンホール

参加者：会員２５名

内容「わたりｼﾞｮｰｽﾞ君ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ」福井警察署交通課安全教育係

「健康相談会」血圧測定・認知症問診 町保健師

④健康調査票の徴集

会員５３％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

⑤事故発生件数０件（前年９月末まで→３件）

内訳 傷害０件（〃１件）賠償０件（〃２件）

⑥ペナルティ発令（※8/29）

イエローカード(2 回目)１ヶ月就業停止 →１名

就業内容：草刈り

違反項目：保護具と保護メガネ未装着、救急箱未携行
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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

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

◎中期計画策定内容

公益法人として関係行政法規の遵守（コンプライアンス）を常

に意識して運営にあたります

センターは、次の原則により会員に仕事を提供します

１．就業機会の公平・公正

２．就業会員の安全衛生、災害防止・健康配慮

（２）適正就業の徹底

自主点検表を参考に把握。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、県シ連合が主催する 8/25

有料職業紹介担当者研修等に参加し労働者関連法令について

正しい知識の習得・理解の促進に努めた

①安全・適正就業推進員（兼務）設置

②福井県農薬管理指導士の資格取得者への就業機会提供

③有料職業紹介責任者講習会／派遣元責任者講習会受講
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３．就業情報の提供（センター通信活用）

４．適格者選考

５．作業連絡表の提供

（３）新規会員の加入促進

シルバー事業の成果を高めるために次の活動を行い、地域のニ

ーズに対応した能力・知識・経験・資格を持った高齢者の受け

入れに努めます。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センター広報誌「シルバー永平寺」の発行

②事務局だより「センター通信」の発行

③ホームページによる情報発信

④町広報誌の掲載依頼

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

⑤こしの国ケーブルテレビの活用

⑥各種会合時を利用

⑦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

⑧入会説明会の実施

⑨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

（３）新規会員の加入促進

①センター広報誌「シルバー永平寺」に関連記事掲載

②事務局だより「センター通信」に関連記事掲載

③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、行事予定カレンダーへ入会説明会

の開催日時を掲載

④インターネットの活用

効果的な活用を図るためホームページの内容を大幅に見直した

⑤口コミによる会員一人がひとりを増やす（ワンワン）運動実施

達成者２名

⑥センターの魅力づくり

有志で会員が任意加入で組織する同好会を立ち上げた。会員の自

主的な運営により、会員相互の親睦と体力増強等を目指す。
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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

⑩家族の理解を得るためリーフレットの活用

⑪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

◎中期計画策定内容

会員数の増加を特に重点課題とし、１＋１（ワンワン）運動の

展開とセンターの魅力づくりに取り組みます

（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。

（４）新たな就業開拓と事業の維持拡大

事業実績報告（平成２７年３月末日現在）

①配分金 ８９，６６１，３４１円（前年より ２．３％減少）

材料費 ３，７３９，５７４円（前年より３０．８％増加）

事務費 ７，１３１，１５９円（前年より１３．４％増加）

合 計１００，５３２，０７４円（前年より ０．４％減少）

（内訳）

公 共 ３３，５２５，０５９円（前年より ４．０％増加）

民 間 ５１，１６５，６３９円（前年より ４．１％減少）

家 庭 １５，８４１，３７６円（前年より ３．４％増加）
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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

◎中期計画策定内容

１．公共事業

高齢者が働く意義とシルバー人材センターが高齢者福祉施

策の一端を担っていることを踏まえ、公共事業の受託確保に

努めます

２．民間事業

地域社会を支える担い手として体制づくりを進めます

３．独自事業

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

（５）顧客満足度の向上

②就業機会開拓推進員１名（兼務）を配置

（国庫補助金）基盤拡大事業活用

実績：新規入会員数 １９名（達成率 ９５％）

就業延人日数 ２３,０８４名（達成率１００％）

目標：新規入会員数 ２０名

就業延人日数 ２３,０００名

③技能講習会等

○草刈り機操作方法及び安全講習

日付：平成２６年７月２５日 会員２５名受講

場所：緑の村運動場

日付：平成２６年９月２４日 会員８名受講

場所：緑の村運動場

○農薬管理指導士講習（福井県主催）職員３名資格取得

日付：平成２７年２月１３日

場所：福井県農業共済会館

○剪定技能講習会

日付：平成２６年１０月１０日 会員７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２６年１１月４日 会員１６名受講

場所：松岡福祉総合センター翠荘

○除雪班技能講習会

日付：平成２６年１２月１７日 会員９名受講

場所：シルバー人材センター駐車場

（５）顧客満足度の向上
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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）

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

◎中期計画策定内容

地域社会で働くのに相応しい人材づくりに努めます

（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

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

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４９件 会員の就業状況「満足」８１％

（意見の一部）

午前中に仕事が終わるよう２人組できてほしい

作業日は希望日に合わせてほしい

後片付けをもう少し丁寧に

③会員の就業マナーへの苦情など

発注者の隣地で用を足し注意を受けた

（６）地域班・職群班（仕事別グループ）の活性化の推進

職群班（仕事別グループ）

①剪定班

②草刈班

③紙折加工班

④あおぞら市班

⑤手芸班
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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

◎中期計画策定内容

会員による積極的な事業推進を図ります

地域班が活発に運営されるために、会員数の適正規模を念頭に

地域班の見直しについて検討します。また毎年行う地区懇談会

の内容を充実させより親しみが持てる地域班づくりを目指し

ます。

（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」

「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

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

地域班（地域を 23 班に分けて運営）

地域班長会を 2回実施し運営上の課題等を検討した。

①班編成の見直し→会員が少数になっている地区を再編成し

てはどうかという意見もあるが、地域が広

域になり班長の負担が増加し担い手がい

なくなる等の課題があり審議継続とした。

②班長の不在→引きうける会員がみつからない班があり今後

の対策について検討した。

（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」全会員へ配布

内容：就業情報など

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

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）

８／８、２／２８天谷調理師専門学校料理教室
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◎中期計画策定内容

広報のあり方を検討し時代に見合う多面的な情報発信に取

り組みます

（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

◎中期計画策定内容

会員の充実感を高めるボランティア活動を積極的に企画、実践

するとともに、会員への参加呼びかけに強く取り組みます

（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

②着付け教室

③洋服リフォーム、通園バッグ作成

④カルチャー講座（白川文字・手芸・書道・パソコン教室）

⑤学生服リサイクルショップ

（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

（８）ボランティア実績

日時：平成２６年１０月１８日（土）朝７時集合

参加数：３８名

内容：環境美化（空き缶・ごみ拾い）

場所：九頭竜川河川敷（上志比・永平寺・松岡）

（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）

○わんぱくキッズ応援事業の体験教室

○パソコン教室

○門松づくり

○刃物研ぎ

（10）事務局運営の合理化・効率化

①財源の確保

１．事務費率８％に引き上げ

２．賛助会員募集（センター内に掲示板を設置）２９社４１口
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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

◎中期計画策定内容

理事会等で適切な改善方針や方策を策定するため、それを実行

できるまでに具体化するのは事務局の役割と心得て、事務局の

業務を点検しさらなる効率化を図ることで事務局運営体制の

強化を図ります。役員や会員等の活用によって事務の効率化を

図り、事務局が余力を生み出しその余力を重点的に企画・業務

に移し就業の拡大を図ります。

●会員や役員の活用により事務局体制を補強します。会員の

協力を得るには業務の進め方、留意点等について丁寧な説

明を行うことはもちろんシルバー事業やセンターの現状等

の情報を提供します

●就業機会を拡大するために課題を把握し、方針・計画の策

定など企画力を強化します。理事会や部会が活発に議論を

行うために、事務局は議論に必要な情報を提供します。理

事会等が的確な具体策の方針を提案し、事務局が補佐する

など、理事会と事務局の間に円滑な関係を作ります

３.その他の取り組み

（1）企画提案型方式による事業の取り組み

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。本年３年目で補助対象期間が終了するため、今後の独自事

３．公益法人移行後の財産増加は年度末までに収支相償とする

（福井県公益法人認定審査会より指導）

②関連する理事会審議議事項

○補正案の承認 ６／１１、１２／１５、３／２４

○将来を通し安定した運営を図るため事務局体制を補強する。

当年度は退職職員の補充を見合せ、平成２８年４月採用を目

指す １２／１５承認

③役職員研修会

理事監事班長合同研修会 ２／５

志摩市シルバー人材センター先進地訪問 ３／４

④視察受入れ

若狭町シルバー人材センター １２／３

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

○平成２６年度事業目標と実績

（１）従事会員１５名 １７名

（２）就業延人員１３０人日 １４８人日

（３）参加児童数延べ１５０人 ２０１人
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業への移行を踏まえた内容とする。

 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

（2）地域ニーズ対応事業（企画提案）による取り組み

耕作放棄地の田や畑を安全で安心な野菜や花を栽培すること

で有効活用する「永平寺町シルバー農園事業」を関係機関や地

方自治体と協力して以下のとおり実施する。

（４）利用者満足度８０％ ９０％

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

実施回数：６回

内容：お菓子料理教室、白川文字教室、農業体験、サイ

エンス教室、木工教室

就業延人員１４８人日、事業収入２４３，０００円

イ：利用者アンケート実施

ウ：広報活動

広報誌「シルバー永平寺」、ケーブルテレビ取材依頼

エ：子育て支援課、生涯学習課等行政担当課との打合せ

オ：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

確保に努める

②すみずみサポート事業実績

契約件数：２８件

契約金額：６９４，４００円

就業延人員：４３６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、調理手伝い）

(12) 永平寺町シルバー農園事業の取り組み

○平成２６年度事業目標と実績

（１）就業延人員 ２５０人日 ９０７人日

（２）事業収入２５０，０００円 ３４４，３０８円
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 食への安全・安心に対する住民の意識向上や和食の世界遺産

登録で日本人の伝統的な食文化が見直され、地域の特産品や

地産地消（地場農産物）への関心が高まる一方で、農業従事

者の高齢化は一段と加速し後継者不足から地域の農業の担い

手が減少している。結果、耕作放棄地となる田や畑は増加傾

向にあり景観の悪化はもとより病害虫の発生や周りの農地へ

の雑草繁茂の原因となり問題となっているため本事業を実施

する

 栽培した野菜や花をセンター駐車場や倉庫を利用した販売会

を開催

 地域住民が土に親しみ収穫する喜びと旬の野菜を使った郷土

料理を体験できる収穫祭を実施

 希望者には栽培体験を行い会員が栽培指導を実施する

（3）（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

（4）（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

具体的な事業内容

ア：あおぞら市（店頭販売）実施

イ：専門家による農作物栽培指導

ウ：広報活動 広報誌「シルバー永平寺」

エ：永平寺町農林課の指導

オ：事業成果評価について

カ：あおぞら運営会議

キ：先進地視察

１１／１４岐阜県山県市シルバー人材センター野菜市

会員１７名参加

３／１３鯖江市シルバー人材センター「ある座」刃物研ぎ

会員２０名参加

（12）一般労働者派遣事業実績

派遣人員：１５名

就業日数：２１８日

契約金額：２，０２７，２２８円

派遣時間：１，６２８時間

内容：遺跡発掘、草刈り、農作業一般（田植え機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）

派遣元責任者講習 １１／１３ 大阪

派遣元責任者研修会 ２／１７ ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ

（13）県連合事業等への参加

○高齢者地域就業求人開拓員１名配置

目的：受注可能な仕事の開拓や新しい就業分野の開発拡大

地域人づくり事業現地調査 ３／２３

ア：各種研修会及び会議
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（5）中期計画の取り組み

◎理事と理事会の担当部会制度について

センターの業務執行の決定をおこなう理事会は、センターの運

営の軸となる機関で、その活動内容はセンターの発展に大きな

影響を及ぼします。公益法人として求められる運営体制と、理

事会の積極的な活動を促す組織体制を整え、センターのあり方

を理解し、積極的に関わる意欲のある人を会員の中から登用し

ます

◎財政運営と予算編成方針について

センターは公益（不特定多数の者の利益）を目的とする法人とし

て認定された団体で、予算は収支相償＝当年度の収入で当年度の

支出を賄います。多額の繰越金の発生や、赤字の補填は認定取り

消しとなりかねないため適正な財政運営が継続的に図られるよ

う自主財源の確保と、懸念される人件費の財源について財政基盤

の強化に努めます

全シ協定期総会 ６／２６

連合総会 ６／２５

事務局長会議 ６／４ ９／１８

理事長会議 １０／２０

安全・適正実務担当者会議 ６／２０ １２／１９

事業運営検討委員会 １０／３０ １／１３

北信越シルバー定期総会 ７／１０

北信越シルバー役員事務局長研修 ７／１０

北信越職員研修

安全・適正就業促進大会 ７／２９

有料職業紹介担当者研修 ８／２５

シルバー派遣事業運営推進会議 １２／４

決算処理等研修会 １／２３

イ：普及啓発月間 シルバーフェスタインあわら

実行委員会 ７／１４ ９／２９

ウ：安全パトロール同行（連合安全推進員 中山茂治氏）

≪会議等開催状況≫

通常総会 ６／５

理事会 ５／８ ６／５ ６／１１ １２／１５

３／２４

内部監査 ４／２５ １１／１９

安全・適正就業部会 ６／２４ １０／２４ ２／１８

事業部会 ６／３０ ２／２４

広報部会 ６／２７ １０／７ １／６ ３／６

独自事業部会 ７／３０ ２／１９
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総務地域班部会 ８／２８ ３／２３

地域班長会議 ９／１７

職群班（剪定・草刈）会議 ９／１０ ３／１６

職員会議 毎月２５日

公益認定委員会（公益社団法人立入検査）１０／６

安全運転管理者講習 ９／３０

ｴｲｼﾞﾚｽﾕｰｻﾞ-研修会 １０／２２


