平成 ３０年 度

事業報告

１

事業の概況
平成３０年度は㈱志賀町振興サービスから引き継いだ指定管理事業と業務受託事業の
実施３年目の年でした。温泉センターの設備故障での閉館や文化ホールの改修工事での
閉館で、会員の皆様の就業機会が少なくなった一方、サウナ･露天風呂･喫茶コーナーを
完備しリニューアルオープンした地域福祉センターでは、多くの会員が就業する運びと
なりました。現在、文化ホール改修工事中のため、志賀地域受付窓口をシルバーハウス
で行っている事で、会員や発注者の皆様方には様々なご不便をかけている状況でありま
す。この様な状況下において、管理している施設が抱える問題点や事業内容を再確認す
ることは、今後の事業運営の方向性を見出す良い機会となりました。
平成３０年度の事業計画に基づき、指定管理事業と業務受託事業の適正な実施、就業
機会の確保拡充や新入会員の募集、講習会や安全パトロールによる安全・適正就業の推
進、財政基盤充実のための効率的な運営に取り組みました。
平成３０年度の事業の推進に際し、会員や志賀町をはじめ関係行政機関、発注者の方々、
町民の皆様からご理解や多大なるご支援を頂いたことに深く感謝を申し上げます。
以下、平成３０年度の事業状況について報告いたします。
２

事業実績
各年度
区分

会員数

平成30年度

前年度との対比

239人

248人

9人

男性

152人

152人

0人

女性

87人

96人

9人

95.0％

96.0％

1.0％

18,991人

19,481人

490人

受注件数

1,346件

1,303件

△43件

契約金額

109,887千円

111,868千円

1,981千円
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82,230千円

4,639千円

6,971千円

7,407千円

436千円

3,078人

2,472人

△606人

31件

29件

△2件

17,948千円

14,722千円

△3,226千円

14,172千円

11,632千円

△2,540千円

1,400千円

1,144千円

△256千円
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３ 事業内容
（１）会員拡大と普及啓発活動
①志賀町広報誌に会員入会及び仕事募集記事掲載
②新規入会者募集に関するＰＲチラシを、年６回全戸配布
(町広報８月号、９月号、１０月号、１２月号、２月号 ４月号)
③本部事務所にて随時、会員入会説明開催
④ホームページで事業内容をＰＲ
⑤シルバーの日(１０月第３土曜日)の前日(１０月１９日)に、理事１０名・職員６
名で商業施設４箇所にて普及啓発用ポケットティッシュを８００個配布
⑥民間企業と家庭の発注者にカレンダー４００枚配布
⑦会員加入奨励金５００円/名 新規入会者３名を紹介

（２）組織の充実と活性化
①定時総会を１回、理事会を４回開催
②会員の参画による安全･適正就業委員会の開催

（３）安全・適正就業の推進
①安全パトロールチェックシートを利用した巡回指導の実施強化
②県連合会（２名）及び４市町（志賀町２名、七尾市２名、中能登町３名、羽咋市
３名参加）による合同安全パトロールを七尾市内で実施(Ｈ30.7.25)
③飛石防護ネット、カラーコーン、作業中看板、貸与用ヘルメット、自動車用の社
名入りマグネットシートでの安全対策の推進
④安全就業標語を１１名の会員から合計３２作品の応募

（４）発注者満足度アンケート調査の実施
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までで１３４回答
※調査結果は半期締め年度末締めの年２回シルバーだよりで会員へ周知

平成３０年度 主要事業
Ⅰ 定時総会・理事会
（１）定時総会（Ｈ30.5.29）
富来活性化センター 中ホール
会員数２５１名中１５４名出席（内委任状提出者数１０５名）
議 案 ①平成２９年度事業報告
②平成２９年度決算報告
③役員の改選
報 告 ①平成３０年度事業計画
②平成３０年度収支予算

（２）理事会
第１回理事会（Ｈ30.5.10）
理事数１５名中１１名出席
議 案 ①平成２９年度収支予算専決
③平成２９年度決算報告
⑤役員の改選
⑦財務規程の一部改正
報 告 ①会員入会の報告

富来活性化センター 中会議室
監事２名出席
②平成２９年度事業報告
④平成３０年度定時総会
⑥役員表彰、会員表彰

第２回理事会（Ｈ30.5.29）
富来活性化センター
理事数１６名中１６名出席
監事２名出席
議 案 ⑧理事長、副理事長及び業務執行理事の選定
⑨利益相反取引の承認

中会議室

第３回理事会（Ｈ30.12.17）
富来活性化センター 中ホール
理事数１６名中１６名出席
監事２名出席
議 案 ⑩平成３１年度会員就業基準単価表
報 告 ②平成３０年度業務執行状況の報告 ③会員入会の報告
第４回理事会（Ｈ31.3.22）
富来活性化センター
理事数１６名中１４名出席
監事２名出席
議 案 ⑪職員給与規程の一部改正 ⑫平成３１年度事業計画
⑬平成３１年度収支予算
⑭事務局長選任
報 告 ④会員入会の報告

中ホール

Ⅱ

監査会

平成２９年度監査（Ｈ30.5.9）

Ⅲ

富来行政センター

201会議室

安全・適正就業委員会

（１）安全パトロール（Ｈ30.5.31・Ｈ30.9.26）

回数２回

６箇所

（２）安全・適正就業推進大会（Ｈ30.7.3） 参加委員７名 金沢市ものづくり会
館
安全就業標語の授賞式
優秀作２名
「 点検は 無事故につながる 第一歩 」能美市 SC
「 「まあいいか」 軽い気持ちが 事故を呼ぶ 」輪島市 SC
佳作５名
「 安全具 つける貴方の 身を守る 」珠洲市 SC
「 じゃまないちゃ おごる心が 事故招く 」野々市市 SC
「 安全は 日々の努力の 積み重ね 」小松市 SC
「 安全は 心で誓い 身で実行 」加賀市 SC
「 これぐらい 過信と油断が 事故のもと 」羽咋市 SC
演題 「高齢者の交通事故、現状と対策」
講師
石川県 金沢西警察署 交通第一課 企画規制係長
警部補 坂田一也 氏
（３）視察研修（Ｈ30.11.28）
参加委員４名
安全・適正就業委員会の取組状況
就業事故状況説明と事故対策意見交換

輪島市シルバー人材センター

（４）会員講習会（Ｈ31.1.23）
参加会員３３名 コミュニティ施設
演題 「高齢者の自動車事故対策について」
講師
独立行政法人 自動車事故対策機構 石川支所
支所長 川口 秀一 氏
（５）会議（Ｈ31.3.27） 参加委員７名 本部事務所
①平成３１年度活動計画について
②安全就業標語の募集結果について
③就業事故状況について

Ⅳ

関係団体の会議・研修
関係団体等の会議研修名

（参加数） （開催場所）

新任事務局長打合研修会（Ｈ30.4.19）

参加者１名

県連合会

池水会計士経理研修会（Ｈ30.4.27）

参加者２名

池水公認会計士事務所

第１回事務局長会議（Ｈ30.6.7）

参加者１名

女性センター

派遣事業実務担当者会議（Ｈ30.6.11）

参加者１名

富山市中小企業研修センター

交流研修専門委員会（Ｈ30.6.14）

参加者１名

県連合会

千鳥ヶ浜海岸清掃打合せ会（Ｈ30.6.19）

参加者１名

志賀町役場

県連合会定時総会（Ｈ30.6.20）

参加者１名

ホテル金沢

労働者派遣業務研修会（Ｈ30.6.26）

参加者１名

県連合会

池水会計士経理研修会（Ｈ30.7.18）

参加者２名

池水公認会計士事務所

北シ協定時総会事務局長研修（Ｈ30.7.19） 参加者１名

富山市ホテルグランテラス

エイジレスユーザー研修会（Ｈ30.8.23）

参加者２名

金沢市ものづくり会館

第１回生活支援体制整協議会（Ｈ30.8.29）

参加者１名

志賀町役場

派遣業務担当者会議（Ｈ30.8.29）

参加者１名

女性センター

安全運転管理者法定講習（Ｈ30.9.3）

参加者１名

志賀町文化ホール

介護研修（Ｈ30.9.11～9.13）

参加者２名

七尾市勤労者総合福祉センター

労働基準関係法令等説明会（Ｈ30.9.25）

参加者２名

七尾市勤労者総合福祉センター

池水会計士経理研修会（Ｈ30.9.28）

参加者２名

池水公認会計士事務所

第２回事務局長会議（Ｈ30.10.2）

参加者１名

金沢市ものづくり会館

ふるさと納税説明会（Ｈ30.10.9）

参加者１名

志賀町役場

食品衛生責任者養成講習会（Ｈ30.11.7）

参加者２名

能登中部保健所羽咋地域センター

北シ協職員研修（Ｈ30.11.15・11.16）

参加者１名

黒部市宇奈月国際会館セレネ

池水会計士経理研修会（Ｈ30.12.3）

参加者２名

池水公認会計士事務所

理事長会議（Ｈ30.12.10）

参加者１名

女性センター

危険物取扱者基礎講習会（Ｈ31.1.9～1.10） 参加者２名

七尾鹿島消防本部

第３回事務局長会議（Ｈ31.1.29）

参加者１名

女性センター

平成３０年度経理研修（Ｈ31.2.12）

参加者２名

女性センター

派遣業務打合せ会（Ｈ31.2.19）

参加者１名

女性センター

能登地区職員研修会（Ｈ31.2.22）

参加者１名 七尾市シルバー人材センター

平成３０年度役職員研修（Ｈ31.2.26）

参加者４名

金沢市ものづくり会館

第２回生活支援体制整備協議会（Ｈ31.3.20）

参加者１名

志賀町役場

池水会計士経理研修会（Ｈ31.3.27）

参加者２名

池水公認会計士事務所

Ⅴ 連合会事業の連携・協力
（１）シルバー派遣事業
連合会が事業主となる、シルバー派遣事業に取組みました。
（２）高齢者活躍人材育成事業
概ね６０歳以上の、健康で就業意欲のある方で、シルバー就業等をめざす育成講
習会の参加者募集に努めました。
・羽咋市公園施設管理講習(造園･刈払機)6/13～6/19(5日間)１名
・金沢市物流関係フォークリフト講習6/18～6/25(6日間)１名
・羽咋市介護施設調理補助講習10/22～10/24(3日間)１名
・志賀町新総合事業生活支援スタッフ講習2/6～2/8(3日間)９名

Ⅵ 町事業との連携
（１）介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)
実績 ３件 ７２回 １４４，０００円
（２）空き家管理対策事業
実績 なし

「健康福祉課」

「まち整備課」

（３）ふるさと納税謝礼品事業 「企画財政課ふるさと創生室」
実績
３件 ７１，２００円
内訳

８月
１２月
１月

１０，０００円の注文があり９月に草むしり実施
５１，０００円の注文がありＨ３０年度は未実施
１０，２００円の注文がありＨ３０年度は未実施

