平成２８年度

事業報告

１．事業概要
公益社団法人鎌ケ谷市シルバー人材センターは、「自主・自立、共働・共助」の基
本理念のもと、活力ある地域社会づくりの役割を担う公益法人として、平成２８年度
事業計画に基づき、国・県・市等の関係機関のご指導・ご支援をいただきながら的確
な事業運営を実施することができました。
派遣事業に替わりました公立小中学校１１校、公立保育園４園などの就業会員の技
能向上のための各種講習会を実施し、また、指定管理を受託している福祉センター及
びコミュニティセンター３館の事業の充実を図ることができ、さらに、平成２８年１
１月から子供の見守り巡回活動業務も受託することができました。
また、平成２９年２月には、「空家等の適正な管理の推進に関する」協定書の調印
を結ぶことができました。
「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務」を推進し、今後も働く意欲の
ある会員の就業の場の確保に努めるとともに、就業を通じて活力ある地域づくりに貢
献していきたいと考えております。
平成２８年度の実績は下記のとおりであります。
契約件数等

契約件数 2,030 件
対前年度比
契約金額
227,089,935 円
会員数
484 名
就業人員
476 名
就業率
98.3％

101.5％
対前年度比
対前年度比
対前年度比

105.8％
100.6％
107.2％

※上記の数値には、派遣に伴う経費等が含まれています。
今後も地域社会に貢献できるシルバー人材センターとして発展すべく一層の努力
をしてまいる所存であります。

２．事業実施状況
○ 総務会
（１）地区懇談会
地域班ごとに各会員が抱えている諸問題やお互いの情報を交換した。
第１地区 １０月 １日（土） 北部公民館
第２地区
９月２５日（日） くぬぎ山コミュニティセンター
第３地区 １０月 ２日（日） 東初富公民館
第４地区
９月２４日（土） 南部公民館
第５地区
９月２５日（日） 中央公民館

（２）役員研修会等の実施
・ ６月２３日（木）
・ ６月２８日（火）
・ 7 月 ７日（木）
・ 9 月 ７日（火）
・ 9 月１５日（木）
・ ２月 ７日（火）
・ ２月２７日（月）

全シ協総会
千シ連総会
安全・適性就業推進員研修会
千シ連会長・理事長会議
第１回事務局長会議
第２回事務局長会議
就業開拓・開発委員会

（３）会員親睦バーベキュー
日 時 平成２８年９月１０日（土）
場 所 市民の森市営キャンプ場
参加者 ６０名
（４）第６回市民とのふれあいグラウンドゴルフ大会
日 時 平成２８年１０月２２日（土）
場 所 佐津間多目的グランド
参加者 ６４名
○ 就業開拓事業
（１）訪問リストの作成
市内企業リストの見直しと求人チラシから抜粋し、就業開拓を行った。
（２）新規就業の開拓
就業開拓委員を中心に月２回の就業開拓を実施した。企業、保育所、介護施
設、商店等 100 件の訪問を実施。うち受注件数５件。
○

既存就業維持・拡大事業
官公署 10 ヶ所を定期的に訪問し、既存就業事業所 134 ヶ所を年２回訪問し、
信頼関係を築くとともに、新規就業等の提案・拡大に取り組んだ。

○ 普及啓発事業
（１）普及啓発活動とボランティア活動
理事が中心となり市が主催する催事に参加し、パネル紹介・ビデオ紹介・パ
ンフレットを配布した。コミュニティバスの時刻表に会員募集及び仕事の募集
を行った。また、地域班長の協力を得て、一般家庭を対象とし 12,000 部のチ
ラシの配布を実施。
市民まつりでゴミの分別作業のボランティア活動を実施。（54 名参加）

（２）情報の共有化
広報誌と月１回の鎌シル便第 105 号～第 116 号を発行し、情報の提供を実施。
○ 研修・講習事業
（１）研修会の実施
理事・班長研修会

平成２８年

（２）技能講習会の実施
植木剪定講習会
平成２８年 ４月
平成２８年 ９月
平成２９年 ３月

９月１２日（月）

６日（木）～
６日（水）～
７日（火）～

７日（金）
７日（木）
８日（水）

参加者 28 名

参加者 12 名
参加者 10 名
参加者 13 名

除草・草刈り作業講習会
平成２８年 ６月２３日（木）～２４日（金）
平成２８年１１月３０日（水）～
１２月 １日（木）

参加者

襖・障子・網戸の張替え講習会
平成２９年 ２月２０日（月）～２１日（火）

参加者 13 名

参加者 11 名
4名

○ 相談事業
（１）入会説明会等の実施
毎月第２・第４火曜日（但し１月、３月各１回）計 22 回、臨時２回実施。
入会説明会参加申込 130 名のうち、90 名が入会した。
市内各公民館で入会及び就業相談を実施（全５回）。相談者 2,820 名へ説明
を実施。
健康福祉フェアで入会及び就業相談を実施。相談者 640 名へ説明を実施。
市産業フェアで入会及び就業相談を実施。相談者 900 名へ説明を実施。
○ 安全・適正就業推進事業
（１）安全・適正就業対策
植木班及び除草班の集中巡回及びその他就業現場巡回指導（年 6 回、32 ヶ所）
（２）安全・適正就業の説明
・入会説明会 130 名
・技能講習会
63 名
（３）健康管理等対策
・熱中症防止と交通安全講習会

平成２８年６月１６日（木）
○

参加者 35 名

鎌ケ谷市社会福祉センターの指定管理運営事業
「生きがいあふれる憩いの場」を提供するため、安全と衛生に留意して市民が
安心して利用できるように以下の事業を実施し、管理運営を行った。
参加者 480 名
参加者 80 名
参加者 34 名
参加者 396 名

（１）カラオケ発表会
年６回
（２）将棋大会
年２回
（３）避難訓練
年２回
（４）文化祭
年１回
年間利用者数 36,279 人
（市民 26,789 人、市外 499 人、団体

6,772 人）

３．会議の開催及び議決報告
下記の会議を開催し、記載のとおり承認された。
（１）定時総会
平成２８年５月３０日（第１回）
・平成２７年度収支決算について
（２）理事会
平成２８年４月１４日（第１回）
・平成２７年度収支予算補正承認の件について
・内部監査の依頼について
・理事・班長会議日程について
・地区懇談会の日程等について
・市民とのグラウンドゴルフ大会実施の可否について
・平成２８年度事業計画提出について
・３月の実績報告について
・新規就業者の紹介について
・各部会等の事業報告について
平成２８年５月２日（第２回）
・定時総会の議案等について
・会員入退会について
・平成２８年度定時総会の招集について
・定時総会の役割分担について

・会員互助会総会議案について
・監査報告結果について
・実績報告について
・新規就業者の紹介について
・各部会の事業報告について
平成２８年６月１７日（第３回）
・介護・日常生活支援総合事業参入についての意思決定について
・会員の入退会について
・会員増強・就業開拓等チラシの配布について
・親睦懇親会（バーベキュー等）実施について（９月１０日（土））
・第６回市後援、市民とのグラウンドゴルフ大会について
（１０月２２日（土））
・５月の実績報告について
・新規就業者の紹介について
・各部会の事業報告について
平成２８年７月１５日（第４回）
・会員入退会について
・第４２回市民祭りの開催に伴う協力依頼について（１０月８日（土））
・会員親睦会（芋煮会）実施に向けてのプロジェクト企画協力会員の発足
について
・植木班就業者配分金ランクに関する通知について
・会員増強等のチラシ配布について担当区域の決定について
・上期東葛ＳＣ会における質疑応答・意見交換の議題の結果について
・６月実績報告について
・交通安全・熱中症予防講演の出席者について
・５地区９班新班長の就任について
・新規就業者の紹介について
・各部会等の事業報告
・優良事業所の受賞について（６月２８日（火）交通安全協会
平成２８年８月１２日（第５回）
・会員入退会について
・役員及び班長講習会の研修内容について
・平成２９年度民間関係配分金について
・料理教室について
・地区懇談会について

・会員親睦会（芋煮会）市民祭りボランティア、鎌シル便の一括郵送につ
いて
・７月の実績報告について
・会員増強等のチラシ配布について
・会員親睦会（芋煮会）進捗状況について
・新規就業者の紹介について
・各部会等の事業報告について
・連合会主催 ビル清掃技能講習会派遣会員１６名参加
平成２８年９月１６日（第６回）
・会員入退会について
・植木班の体制６班、班替えによる班長昇格について
・地域班班長の交代について
・千葉県最低賃金改正による派遣会員の賃金見直しについて
・神奈川県寒川町シルバー人材センター視察による対応について
・長期就業者について
・８月実績報告について
・会員増強等の後期分チラシ配布について
・会員親睦会（芋煮会）実施結果について
・役員・班長研修会の結果について
・料理教室の終了について
・新規就業者の紹介について
・各部会等の事業報告について
平成２８年１０月１４日（第７回）
・会員入退会について
・平成２８年度収支予算の補正について（車両購入、３０周年記念行事等）
・理事・監事選考委員会の設置について
・平成２９年度事業計画（各部会）による活動と予算について
・平成２８年度各地区懇談会要望意見について
・車両購入について
・９月実績報告について
・第４２回鎌ケ谷市市民祭りゴミステーション結果について
・新規就業者の紹介について
・各部会の事業報告について
平成２８年１１月１１日（第８回）
・会員入退会について

・理事・監事候補者選考委員会構成について
・平成２９年度の活動と予算について
・長期就業者面談について
・１０月実績報告について
・福祉健康フェア・グラウンドゴルフ大会・産業フェスティバルについて
・新規就業者の紹介について
・長期就業者面談について
・各部会等の事業報告について
・児童見守り・総合事業への鎌ヶ谷市シルバー人材センター参入について

平成２８年１２月１６日（第９回）
・会員入退会について
・理事・監事候補者選考委員について
・就業先企業に対し設立３０周年記念品の配布について
・コミュニティセンター３館の自主事業（地域市民サロン及びパソコン教
室）の実施について
・長期就業者面談結果について
・設立３０周年記念式典終了に伴う反省検討事項について
・１１月実績報告について
・新規就業者の紹介について
・各部会等の事業報告について
平成２９年１月１３日（第１０回）
・規程の一部改正について
・理事・監事候補者選考委員の経過について
・職群班（植木班、除草班、ふすま・障子班）配分金の見直しについて
・会員募集広報依頼及び町会等に対するポスター掲示について
・就業先継続企業に対し設立３０周年記念品の配布について
・コミュニティセンター自主事業の予定について
・介護予防・日常生活支援総合事業の実施について
・１２月実績報告について
・退会者について
・各部会等の事業報告について
平成２９年２月１７日（第１１回）
・会員入退会について
・平成２９年度事業計画（案）について
・平成２９年度年間予定表（案）について

・平成２９年度事業分担（案）について
・育児・介護休業等に関する規則の制定について
・職員給与規定の改正について
・介護事業参入のための介護福祉士の募集について
・指定管理の事業計画及びコミュニティセンター３館の委託契約書につい
て
・平成２９年度安全・適性就業推進部会活動計画について
・記念誌編集会議進捗状況について
・会員募集ポスター町会等に対する掲示依頼について
・道野辺中央コミュニティセンター市民サロンの終了について
・新規就業者の紹介について
・１月実績報告について
・各部会等の事業報告について
平成２９年３ 月１０日（第１２回）
・会員入退会について
・定時総会における表彰対象者（案）について
・平成２８年度収支予算の補正（案）について
・車両の購入について
・役員選考委員会の開催について
・平成２９年度事業計画（案）について
・平成２９年度収支予算（案）について
・育児・介護休業等に関する規則の制定について
・「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」協定調印について
・コミュニティセンター３館と社会福祉センターの事業計画について
・新規就業者の紹介と退会者について
・２月の実績報告について
・各部会等の事業報告について
４．会員状況及び事業実績状況
以下の表のとおりです。

