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平成 27 年度事業計画

平成２７年度の経済見通しについて、国は、アベノミクス（緊急経済対策）など

により、雇用・所得環境が改善するとともに、好循環がさらに進展し、「堅調な民需

に支えられた景気回復が見込まれる」との認識を示しています。

シルバー人材センター事業は、高齢化の一層の進展や地域に密着した社会参加活

動の促進を実践する中核団体として、その必要性や役割を期待する声はますます高

まっておりますが、国庫補助は、減額されるとともに、運営費補助から事業費補助

へと切り替えられ、随意契約事業から競争入札への変更など組織運営の基盤は不安

定な状況です。

また、当シルバー人材センターの状況は、契約金額・会員数ともに、４年連続で

減少しているという厳しい状況で、高年齢者に就業機会を確保し提供するという本

来の機能を拡充し、組織的進歩と経済的自立を高めることが求められております。

このため、理事会・専門部会等の活性化を図り、特に「会員の拡大」入会促進を

推進していく必要があります。

以上 当センターの現状と課題及び基本的な考え方を踏まえ、平成 27 年度基本方

針及び事業実施計画を次のとおり定めます。

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

平成２７年度中期計画の目標値

１．実績目標 99,000 千円（派遣事業含）

２．会員就業目標 就業率 100％ 年間就業延人日 22,764 日（派遣事業含）

３．会員数 270 人 賛助会員 25件
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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

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

健康調査票の見直し、事故検証と防止対策 実施

罰則基準の明確化、賠償責任事故発生時会員自己負担見直し

安全・適正就業大会の持ち方、交通事故防止対策

永平寺町民健康診断の受診徹底

検討

実施

（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
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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

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

適正就業の点検 実施

安全就業パトロール適正就業の項目追加 実施

新たな就業情報提供の検討、就業会員の家族同意 検討／実施
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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

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。

①就業会員の確保を図るため地域へ事業案内を広める

②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

ワンワン運動の展開、入会説明会の充実 検討／実施

魅力づくりの再確認 調査・検討
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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

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

地域生活支援型サービス 調査・検討

提案型事業の推進 実施

就業機会の確保 実施

就業者意識の徹底 実施

講習・研修の充実 検討
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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

◎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

積極的な会員活用 検討

地域班組織の見直し 検討

地区懇談会の充実 実施

普及活動のあり方 調査・検討



7

◎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

会員の参加拡大 実施

有償ボランティア“ワンコインサービス”事業検討 調査

（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
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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

（11）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。

 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

（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

事務の効率化（事務処理の見直し） 検討

役員や会員の業務への活用 検討

企画力の強化のための研修 検討
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（14）その他の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

理事の活動検討 検討

理事研修の充実 検討

シルバー保険の会員自己負担導入 検討

年会費・事務費率の引き上げ 検討

財政基盤の強化 検討


