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平成 28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

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

               統括 山元理事長 堀江副理事長

（１）（２）  安全・適正就業部会 ○山尾理事 比島監事

（２）（４）（５）事業部会（就業開拓促進）（仕事別グループ）

（６）         ○後藤理事 長谷川理事

（３）（６）（８）総務部会（地域班）○岸理事 竹原理事

（７）     広報部会 ○前澤監事 今川理事

（９）     独自事業部会 ○大谷理事 松村理事

（10）     事務局（事務局長）南部常務理事

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

平成 28年度 中期計画の目標値

１．実績目標 100,000,000 円（派遣事業含）

２．会員就業目標 就業率 100％

年間就業延人日 22,993 日（派遣事業含）

３．会員数 260 人  賛助会員 25件

平成 28年度 実 績 値

1.事業実績    100,929,743 円（派遣事業 19,003,409 円含）

2.会員就業実績 就業率 99.0％  

年間就業延人日 22,546 日（派遣事業 3,321 人日含）

3.会員数 206 人  賛助会員 41件
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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

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 4/22  5/17 7/28

8/25  10/27  12/7       

安全・適正就業推進員(南部局長)巡回随時実施

（パトロール結果指摘事項）

安全帯なし、ヘルメットなし、看板未設置、草刈機を停止せず

に刃に触れている、梯子を縛ってない、刈込鋏の刃が上に向い

たまま放置されている

③安全・適正就業促進大会の実施

日付：平成２９年２月２３日（木）

場所：上志比ｻﾝｻﾝﾎｰﾙ 参加者：会員２８名

内容「平成 28年度の事故状況から見る安全対策」

県シ連合 中山茂治氏

【会員の体力測定】永平寺町生涯学習課

④健康調査票の徴集

地域班長を経由して全会員へ配布。回収率４２％

⑤事故発生件数３件（前年２件）内訳 傷害０件 賠償３件  

（事故状況）

１）歩道の草刈中、走行車に石が飛びフロントガラス破損

２）公園の草刈りで道路を隔てて駐車中の車のリアウィンドウ

に石が飛び破損

３）草刈中、近くの軽自動車に石が飛びフロントガラス破損

【今後の対策】

（1）極力、草刈機で「ひも」を使用しない

（2）引き続き、飛散防止板の使用を徹底する
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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

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

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

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

（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、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資格取得者への就業機会提供及び

講習会受講 7/12

③ 労働局主催 派遣元責任者講習会受講 9/30

④ 派遣事業運営推進会議 4/27

⑤ 継続就業更新時等の条件内容等見直し 随時
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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

適正就業の点検 安全就業パトロール適正就業の

項目追加
実施

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

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

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

（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
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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

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

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

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

⑥センターの魅力づくり

有志会員が発起人となり、行事毎に会員が集う同好会がある。

会員の自主的な運営により、会員相互の親睦を図りセンターの

魅力を広める。

12/8-9 あわら温泉「越路」 ３０名参加

3/16  日帰り京都旅行   ３４名参加

⑦永平寺町秋浪漫「ふらっとつながる永平寺町の秋」で宣伝隊。

３日間のお祭り行事で、会員と就業の拡大を目的に普及啓発を

実施。チラシを配布し役員が入会勧奨の勧誘を行った。また、セ

ンターのプチ就業体験とイメージＵＰを図った。手芸班の「ヨ

ーヨーお手玉づくり体験と手芸作品の販売」、剪定班の「松の剪

定と雪吊り縄結び体験」等、訪れた方でにぎわいました。
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（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

３．独自事業

（４）新たな就業開拓と事業の維持拡大

事業実績報告

① 配分金 ７２，３７７，１７０円（前年より 8.6％減少）

材料費 ３，６０７，５２９円（前年より 18.8％増加）

事務費 ５，９４１，６３５円（前年より 5.7％減少）

合 計 ８１，９２６，３３４円（前年より 7.5%減少）

（配分金内訳）

公 共 ２９，０１６，５６６円（前年より 10％減少）

民 間 ３０，６６２，８７４円（前年より 25.4％減少）

家 庭 １２，６９７，７３０円（前年より 20％減少）

② 技能講習会等

○草刈り機操作方法及び安全講習

日付：平成２８年４月２８日 会員２６名受講

場所：ＹＯＵ＆ＭＥパーク

○農薬管理指導士講習（福井県主催）

農薬安全使用講習会 会員４名、職員２名受講

日付：平成２８年７月１２日 場所：福井県農業共済会館

○剪定・雪吊り技能講習会

日付：平成２８年１０月２９日 会員１０名受講

場所：松岡福祉総合センター翠荘

○子育て支援講習会

日付：平成２８年１０月６日～７日 会員８名受講

場所：センター2階会議室

○介護送迎運転手講習会

日付：平成２８年１１月１６日１８日 会員１０名受講

場所：福井自動車学校、センター２階会議室
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地域生活支援型サービス 調査・検討

提案型事業の推進 就業機会の確保 実施

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

就業者意識の徹底 講習・研修の充実 実施

（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実施

  （配布）平成 28年 2月 （集計）平成 28年 5月

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

アンケートを無作為抽出した発注者 250 件へ送付

回収 111 件 平成 28年 5月集計

② 発注者からのご意見ご要望（全体の集計は別紙で添付）

〇剪定の仕上がり

  年によって満足度が違う。会員が帰ったあと枝や葉を拾っ

たらごみ袋２個に今後は気を付けて。雪吊で縄の本数が足

りないと感じた竹も細いと思った。後始末にやや不満。仕事

完了時のチェックシート等を作成し完了通知を渡して。

〇現場の確認

会員が現場を聞きに来た。事務所からの伝達を十分に。

〇値段について

以前と比べるとプロと値段が一緒になっている。シルバー

を利用するメリットは。頑張ってより安く提供して。

〇仕事の依頼方法

  年間スケジュールに組み入れて。電話以外での対応を。

〇男性の言葉遣いや態度がちょっと怖い
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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

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

積極的な会員活用 実施

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。

地域班組織の見直し 地区懇談会の充実 実施

（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

（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 剪定班草刈班合同会議 2/10

② あおぞら市班 5/25

③手芸班 第 2金曜日活動

地域班（地域を 22班に分けて運営）

（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→１０月、１２月、２月
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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

普及活動のあり方 実施

（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

ウ：事務局便り「センター通信」全会員へ奇数月配付

内容：就業情報など

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

（８）ボランティア実績

日時：平成２８年１０月１５日（土）朝７時～

参加数：２９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）
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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 検討

（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

（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

5/25 あおぞら班運営会議

6/28 7/26 独自事業部会開催地域ﾆｰｽﾞ事業の進め方、新

規事業の立ち上げ運営等検討（サロン活動・介護）

○あおぞら市（余剰生産された野菜や趣味の作品販売）

6/11 6/25 7/9 7/23 8/13 8/27 9/10 9/24 10/8

10/22 11/12 11/26

○わくわく文字遊び書道（白川文字）教室 8/10 12/27

○栗拾いと栗のお菓子作り 9/24

伐採前の栗の木を活用し近隣の小学生に呼びかけて実施

○松岡幼稚園芋ほり会 10/11

○パソコン教室 1/30 2/27 3/27

（10）事務局運営の合理化・効率化

①会員の活用    職群班（草刈・剪定・手芸班・あお  

ぞら市）は班長を中心に活動

②合理化や効率化  ＰＣシステム更新後派遣データ管理

③職員会議の開催  5/25 6/30 7/29 8/29 9/27 10/31

11/28 12/28 1/23 2/27 3/29

④財源の確保

１.新規事業の取り組み

○新総合事業検討 10/5 11/25 福祉保健課打ち合わせ
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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

事務の効率化（事務処理の見直し） 役員や会員の業務へ

の活用 企画力の強化のための研修
実施

●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

（11）地域就業創出・拡大事業の取り組み

少子高齢化に伴い高年齢者が生涯現役で社会参加することが求めら

れている中で、地域企業の雇用問題の解決や、地域経済・社会の振興

等につながる新たな就業機会を創造し、新たな高年齢者の就業の創

出・拡大を推進していく。

【再提案事業】地域ニーズ対応事業３年目として計画している事業を

創出事業として再提案（地域ニーズ対応事業は廃止）

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

10/28 介護報酬請求研修

○地域就業機会創出・拡大事業（空き家対策）事業検討

        12/14 建設課打ち合わせ

        1/14,22,24 永平寺町空き家相談会参加

２.賛助会員の拡大

⑤関連する理事会審議事項

○補正案承認 9/29 3/14

○永平寺町内各種団体連携事業への取り組み 7/28

○新総合事業の取り組み 7/28 9/29 12/15

○地域就業機会創出・拡大事業の取り組み 9/29

○空き家対策事業の取り組み 3/14

３.その他の取り組み

(11) 永平寺町シルバー農園事業の取り組み

○平成 28年度事業目標と実績

（１）就業延人員 目標 400 人日 実績 1,385 人日

（２）事業収入   目標 400,000 円 実績 862,870 円

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：永平寺町農林課等専門家の助言、指導を受ける
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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）高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の取り組み

人手不足分野・現役世代を支える分野で高齢者に就業する機会を

提供し、①高齢者の生活の安定、生きがいの向上、健康の維持・

増進、②企業の人手不足の解消、③地域社会の維持・発展等を推

進する

【目標値】就業延人員（派遣）２，００１～２，５００人日

 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る作業に取り組めるよ

うになった。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

オ：事業成果評価について

カ：あおぞら班運営会議  5/25

キ：先進地視察

11／24 富山県魚津市・石川県加賀市シルバー視察

役職員合計 19名参加

ク：野菜料理（郷土料理）を体験

あおぞら市で野菜ソムリエ指導

ケ：ホームページ更新

コ：農作業体験「栗拾いと栗のお菓子づくり」

（12）一般労働者派遣事業実績

派遣登録員：８０名        前年より 14.3％増

就業日 数 ：３，３２１日     前年より 91％増

契約金 額 ：１９，００３，４０９円 前年より 117％増

内容：発掘調査、除草作業、農作業一般（田植え機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ・

畦畔草刈）施設内清掃、荷物仕分け、惣菜加工・梱包、造

園工事補助、汚泥処理作業、従業員送迎、児童クラブ指導

員、カーテン製造、測量の手元手伝い、健康長寿クラブ連

合会事務業務、材料運び養生掃除手伝い、体育館フロアー

清掃洗濯用具管理、防草シート張り

（13）県連合事業等への参加

ア：各種研修会及び会議
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 具体的な内容

企業・家庭等の訪問による就業先の開拓、地域の高年齢者に関す

る調査、就業に関する連絡や相談、今後受注し得る職域の調査・

研究、地域イベント等への参加による広報活動、具体的な就業機

会を広く公表し会員を募集、必要な知識・技能を付与する講習・

セミナーの実施、その他人手不足分野・現役世代を支える分野に

おける就業機会の拡大

（13）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

（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

理事の活動検討、理事研修の充実 実施

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

シルバー派遣事業運営推進会議 ４／２７

連合総会 ６／２７

全シ協定時総会 ６／２３

事務局長会議 ６／６ ８／２３

理事長会議 ９／３０

シルバートップセミナー １１／２２

安全・適正就業促進大会 ７／２７

安全・適正就業実務担当者会議 ６／１４ １０／２５

安全適正就業委員会 ７／１ ８／３０

安全パトロール同行（連合安全推進員中山茂治氏）

北信越シルバー定期総会役員事務局長研修 ７／２１

機関誌編集委員会 ８／３１ １０／５

北信越職員研修 １１／１７～１８

派遣元責任者研修会 ９／３０

会計経理担当研修会 ２／８

シルバーフェスタインふくい １０／９

〃 実行委員会 ４／２６ ８／１０ ９／２９

≪会議等開催状況≫

通常総会 ６／２

理事会 ４／２２ ６／２ ７／２８ ９／２９

１２／１５ ３／１４

理事監事候補者研修会 ５／２６

内部監査 ４／１９ １１／１６

安全・適正就業部会 ６／２９  １０／２５ ２／３

安全・適正就業大会 ２／２３

事業部会 １０／４ ２／２８

広報部会 ８／９ １１／２８ ２／９
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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

シルバー保険の会員自己負担導入 年会費、

事務費率の引き上げ 財政基盤の強化
検討／実施

独自事業部会 ６／２８ ７／２６ ２／２８

総務地域班長合同会議  ３／２４

草刈・剪定班合同会議  ２／１０

職員会議 毎月１回

安全運転管理者等講習 １０／１８

ｴｲｼﾞﾚｽﾕｰｻﾞ-研修会 ８／１７

永平寺町文化祭 １０／２９～３０

視察受入れ

７／６ 徳島県小松島市・勝浦町シルバー人材センター

２／１５鯖江市シルバー人材センター

２／１７勝山市シルバー人材センター

ＮＲＩ顧客セミナー ６／２４

（14）その他

永平寺町広域連携交流会（情報交換会）

４／２５ ８／１ １１／３０ ２／２１

永平寺町秋浪漫 １０／２１～２３

ふらっとつながる出店者説明会 １０／１２

町内各種団体の連携によるイベント打ち合わせ ６／８

６／２２ ７／１２ ８／２３ ９／１ １０／１４

新総合事業福祉保健課打ち合わせ ７／２７ １０／５

介護報酬請求にかかる事業所向け説明会 １０／２８

１１／２９、１／３０


