平成２９年度

事業報告

１．事業概要
公益社団法人鎌ヶ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２９年度事業計画に
基づき、国・県・市等関係機関のご指導・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
上のための各講習会を実施し、また、指定管理を受託している社会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ました。さらに、平成２８年１１月
からの子供の見守り巡回活動業務を引き続き受託することができました。
また、平成２９年２月に締結した「空家等の適正な管理の推進に関する」協定につい
ても鎌ケ谷市と連携し、業務を受託することができました。
「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務」を推進しつつ今後も働く意欲の
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２９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
2,060 件
対前年度比

101％

契約金額 240,825,815 円
対前年度比
106％
会員数
491 名
対前年度比
101％
就業人員
468 名
対前年度比
98.0％
就業率
95.0％
※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
○

総務部会
（１）地区懇談会
地域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
９月３０日（土） 北部公民館
第２地区
９月２４日（日） くぬぎ山コミュニティセンター
第３地区
９月３０日（土） 東初富公民館
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第４地区

９月２３日（土）

南部公民館

第５地区
９月２４日（日） 中央公民館
（２） 役員研修会等の実施
・ ６月２２日（木） 全シ協総会
・ ６月２７日（火） 千シ連総会
・ ７月１９日（水） 千シ連主催、安全・適正就業推進委員会
・ １０月５日（木） 千シ連主催、第１回事務局長会議
・ １１月１５日（水）千シ連主催、会長、・事務局長会議
・ １月２５日（木） 千シ連主催、第２回事務局長会議
・ ３月１９日（月） 千シ連主催、就業開拓・開発委員会

（３） 会員親睦バーベキュー・芋煮会
日 時 平成２９年９月９日（土）
場 所 市民の森市営キャンプ場
参加人員
８０名
（４） 第７回市民とのふれあいグラウンドゴルフ大会
日 時 平成２９年１０月７日（土）
場 所 佐津間多目的グラウンド
参加者 ４８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企業、保育所、介護施設、商店等
のリストアップして７２事業所訪問し４件の好感触を受けた。

〇

既存就業維持・拡大事業
官公署１７ヶ所を定期的に訪問し、既存就業事業所１３４ヶ所を３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。

〇

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
ト及びチラシを配布した。また、一般家庭を対象として１２，０００枚のチラシの配布
を実施。
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市民まつりでゴミ分別作業のボランティア活動を実施。（６５名参加）
（２） 情報の共有化
広報誌と月１回の鎌シル便１１７～１２８号を発行し、情報の提供を実施。
〇

研修・講習事業
（１） 研修会の実施
理事・班長研修会

平成２９年

９月１２日（火）

参加者２７名

（２） 技能講習会の実施
植木剪定講習会
平成２９年
平成３０年

９月
３月

６日（火）～
６日（火）～

７日（水）
７日（水）

除草・刈払機講習会
平成２９年 ６月２１日（水）～２２日（木）
平成２９年１１月７日（火） ～８日（水）
襖・障子・網戸の張替え講習会
平成３０年 ２月１９日（月）～２０日（火）
料理教室
平成２９年９月８日（金）
〇

参加者 ５名
参加者１１名

参加者６名
参加者４名

参加者１３名
参加者１４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、
入会説明会参加申込１１６名のうち、８０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２，９５０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６３０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１，１００名へ説明を実施。

〇

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、１９ヶ所）
（２） 安全・適正就業の説明
・入会説明会
１１７名
・技能講習会
３９名
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（３） 健康管理等対策
・熱中症防止と交通安全講演会
平成２９年６月１４日（水）

参加者５３名

〇 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。
（１）カラオケ発表会
（２）将棋大会
（３）避難訓練

年６回
年２回
年２回

（４）文化祭
年１回
（５）陶芸教室
年１回
（６）絵手紙教室
年８回
（７）健康増進体操
年３０回
（８）手芸教室
年８回
（９）健康相談
年 ６回
（１０）書道教室
年 １回
年間利用者総数
３３，５２３名
（市民 ２６，４９９ 人、市外 ５１６
〇

参加者
参加者
参加者

４２０名
８０名
３７名

参加者
参加者
参加者
参加者
参加者
参加者
参加者

３３６名
４３名
８９名
７７６名
９７名
５２名
３１名

人、団体

６，６０８

人）

鎌ケ谷市コミュニティセンター３館の指定管理運営事業
鎌ケ谷市コミュニティセンターは、地域住民の集う施設であり、多くの住民が、
多目的に利用できるようにサロンを実施しました。
① サロン参加人数
道野辺中央コミュニティセンター平成３０年２月５日(月) 参加者 ３０名
鎌ケ谷コミュニティセンター
平成３０年３月１０日(土)参加者 １１名
南初富コミュニティセンター
平成３０年３月２６日(月)参加者 ２２名
② 各コミュニティセンター年間利用者数
施設名

利用団体数

利用人数

鎌ケ谷

１，６４５

１８，６１３

南初富

１，６５１

１６，７９２

道野辺中央

１，９９２

２１，３６２

５，２８８

５６，７６７

合

計

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。
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（１） 定時総会
平成２９年５月３０日（第１回）
・議案第１号
平成２８年度収支決算について
・議案第２号
１． 理事の選任について
２． 監事の選任について
・報告第１号
平成２８年収支補正予算について
・報告第２号
平成２８年度事業報告について
・報告第３号
平成２９年度事業計画について
・報告第４号
平成２９年度収支予算書について
（２） 理事会
平成２９年４月１４日（第１回）
・平成２８年度収支予算補正承認の件について
・平成２８年度事業報告（案）について
・平成２８年度収支決算（案）について
・内部監査依頼について
・各事業部編成について
・理事・班長会議の開催について
・交通安全・熱中症講演依頼について
・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について
・総会後の研修会の実施について
・新規就業者の紹介について
・３月の実績報告について
・各部会の事業報告について
平成２９年５月１日（第２回）
・平成２８年度収支決算について
・会員の入会について
・監査報告について
・平成２９年度定時総会招集について
・定時総会役割分担について
・会員互助会総会議案について
・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２９年５月３０日（臨時）
・代表理事（会長・副会長）の選定について
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・業務執行理事（常務理事）選定について
・会員の入会について
平成２９年６月１６日（第３回）
・公益社団法人鎌ヶ谷市シルバー人材センターパート及び嘱託職員に関
する規程の一部改正について
・会員入会について
・会員の増強・就業開拓等チラシの配布について
・親睦懇親会の実施について
・第７回市後援、市民・会員ふれあいグラウンド大会について
・公共及び民間事業所の配分金の見直しについて
・新規就業者の紹介について
・５月の実績報告について
・各部会の事業報告について
平成２９年７月１４日（第４回）
・職員退職金の支給基準等について
・嘱託職員取扱内規の廃止について
・会員の入会について
・配分金改正の依頼についての案文について
・公共・民間事業所の配分金の改定について
・交通安全・熱中症予防講演出席者について
・植木班班長会議について
・会員増強等に伴う１回目のチラシ配布について
・新規就業者の紹介について
・６月の実績報告について
・各部会の事業報告について
平成２９年８月１８日（第５回）
・各種規程の見直しについて
〇鎌ヶ谷市シルバー人材センターパート及び嘱託職員に関する規程の
一部改正する規程の制定について
〇鎌ヶ谷市シルバー人材センター理事及び監事の役員等及び費用に関
する規程の一部を改正する規程の制定について
・会員の入会について
・役員・班長研修会について
・料理教室について
・第３回親睦会・市民祭り・及び地区懇談会、鎌シル便のチラシ等一括
輸送について
・会員増強等のチラシ配布について
・親睦会進捗状況について
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・新規就業者の紹介について
・７月の実績報告について
・各部会の事業報告について
・連合会主催、ビル清掃技能講習会について
平成２９年９月１５日（６回）
・会員の入会について
・車両の入替えについて
・千葉県最低賃金改正による派遣会員の賃金の見直しについて
・植木班の班替え及び班員の配分金について
・長期継続就業者の取組について
・ポイント制度の導入について
・指定管理自主事業、サロン、パソコン教室等について
・第４３回市民祭り会場美化活動参加について
・料理教室について
・第３回親睦会について
・地区懇談会について
・新規就業者の紹介について
・８月の実績報告について
・各部会の事業報告について
平成２９年１０月１３日（７回）
・会員の入会について
・来年度（平成３０年度）事業計画（各部会）による活動と予算につい
て
・平成２９年度地区懇談会要望、意見等について
・第４３回鎌ケ谷市市民祭りゴミスティーション配置運用について
・第７回市民とふれあいグラウンド大会の結果について
・民間事業所等配分金見直し依頼の結果について
・新規就業者の紹介について
・９月の実績報告について
・各部会の事業報告について
平成２９年１１月１７日（８回）
・鎌ヶ谷市シルバー人材センターパート及び嘱託職員に関する規程一部
改正
・ポイント制度の運用規則について
・市の広報紙全戸配布参入による提案書の作成について
・長期継続就業会員に面談の通知の発送について
・各種イベントの終了について
・新規就業者の紹介について
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・１０月の実績報告について
・各部会の事業報告について
平成２９年１２月１５日（９回）
・事務所の移転について
〇移転日時 平成３０年２月９日
〇移転場所 千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷二丁目６番１号
・会員の入会について
・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
・植木班機材の一部廃棄及び旧クリンセンター移動について
・新事務所の移転に伴う各部会の場所確保の懸念材料について
・職員の一時金支給について
・民間事業所配分の依頼終了について
・長期継続就業会員面談の結果について
・新規就業者の紹介について
・１１月の実績報告について
・各部会の事業報告について
平成３０年１月１９日（１０回）
・会員の入会について
・平成２９年度収支予算補正について
・事務所移転に伴う各種申請書類等について
・会議室確保状況及び倉庫等の確保問題について
・３０周年記念品の処分方法について
・就業先事業所新年の挨拶訪問終了について
・新規就業者の紹介について
・１２月の実績報告について
・各部会の事業報告について
平成３０年２月１６日（１１回）
・会員の入会について
・嘱託職員・臨時職員（パート）採用について
・平成３０年度 事業計画（案）について
・平成３０年度 収支予算（案）について
・平成３０年度 事業分担（案）について
・平成３０年度 年間予定表（案）について
・指定管理の事業計画準備について
・介護予防支援の進捗状況（介護福祉士等）について
・コミュニティセンター３館の交流事業委託仕様書及び業務委託契約書
の見直しについて
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・道野辺中央コミュニティセンター自主事業の実施結果について
・陶器市テントの設営及び撤去作業について
・新規就業者の紹介について
・１月の実績報告について
・各部会の事業報告について
平成３０年３月１６日（１２回）
・重要な使用人の選任・解任について
・会員の入会について
・３月２０日の入会説明会で委員会で推薦された者について会長一任
・平成２９年度収支予算補正予算について
・ポイント制度を導入の確認
・定時総会における表彰対象者（案）について
・職群班の配分金の一部見直しについて
・パート及び嘱託職員に関する規程の一部改正について
・事務局長理事推薦について
・臨時職員の雇入れ通知書交付について
・鎌ケ谷コミュニティセンターの自主事業の結果について
・新規就業者の紹介について
・２月の実績報告について
・各部会の事業報告について
・社会福祉センター館長交代について

４．会員状況及び事業実績状況
以下の表のとおりです。
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