
 

平成２８年度 事業報告 

 

 

１．事業の概況 

 

平成２８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

実施で契約金額・会員数ともに前年度より増加する結果となりました。 

引き継いだ事業を実施する上で職員会員共々試行錯誤を重ねた一年でもありました。 

平成２８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２８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２８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 

平成27年度 平成28年度 前年度との対比 

会員数 225人 239人 14人 106.2％ 

 
男性 167人 159人 △8人 95.2％ 

女性 58人 80人 22人 137.9％ 

就業率(請負派遣) 102.2％ 95.0％ △7.2％ 92.9％ 

請

負

事

業 

就業延人数 12,683人 19,521人 6,838人 153.9％ 

受注件数 1,227件 1,339件 112件 109.1％ 

契約金額 68,987千円 115,545千円 46,558千円 167.4％ 

 
配分金額 53,536千円 76,496千円 22,960千円 142.8％ 

事務費 4,796千円 6,871千円 2,075千円 143.2％ 

派

遣

事

業 

就業延人数 2,614人 2,861人 247人 109.4％ 

受注件数 23件 40件 17件 173.9％ 

契約金額 12,284千円 14,216千円 1,932千円 115.7％ 

 
賃金 10,028千円 11,456千円 1,428千円 114.2％ 

手数料 770千円 977千円 207千円 126.8％ 

 



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就業依頼募集記事掲載 

  ②新規入会者及び就業募集等に関するＰＲチラシ配布 

  ③本部事務所にて随時会員入会説明会開催 

  ④ホームページで事業内容をＰＲ 

  ⑤シルバーの日（推奨日：１０月第３土曜日（１０月１５日）に合わせ、理事５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６００個配布 

  ⑥民間企業と家庭の発注者にカレンダー配布 

  

（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連合会（２名）及び４市町（志賀町１名、七尾市３名、中能登町３名、羽咋市３

名参加）による、中能登町内で合同安全パトロール実施 

  ③飛石防護ネットの購入、カラーコーンと作業中看板の追加購入 

貸与用ヘルメット購入、自動車用の社名入りマグネットシート購入 

  ④安全就業標語を１２名の会員から合計３２作品の応募 

 

（４）会員の技能向上 

  ①運転技能講習会の開催 

  Ｈ28.11.21（役場富来支所） 会員４名参加 

  Ｈ28.11.25（七尾市シルバー） 会員１名参加 

②チェンソー取扱特別教育講習会の開催 

 Ｈ29.3.7 Ｈ29.3.8（中核コミュニティ施設） 会員１３名参加 

 ③刈払機取扱者安全衛生教育講習会の開催 

 Ｈ29.3.9（中核コミュニティ施設） 会員４６名参加 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年度 主要事業 

１ 会議等の開催 

（１）通常総会（Ｈ28.5.30）    志賀町富来活性化センター 中ホール 

     会員数２２５名中／出席者数１３０名（内委任状提出者数８７名） 

  

議 件 ①平成２７年度事業報告    ②平成２７年度収支決算報告 

     ③役員の改選 

 報 告 ①平成２８年度事業計画    ②平成２８年度収支予算 

（２）理事会 

 第１回理事会（Ｈ28.5.11）    志賀町富来活性化センター 中ホール 

     理事数１５名中／出席者数１１名出席  監事２名中／１名出席 

 議 件 ①平成２７年度収支予算専決  ②平成２７年度収支決算報告 

③会員入会の承認       ④平成２８年度定時総会 

⑤役員の改選 

報 告 ①平成２７年度事業報告 

 

 第２回理事会（Ｈ28.5.30）    志賀町富来活性化センター 中会議室 

     理事数１５名中／出席者数１２名出席  監事２名中／２名出席 

 議 件 ⑥理事長、副理事長及び業務執行理事の選定 

  

 第３回理事会（Ｈ28.10.14）    持ち回り理事会 

理事数１５名中／１５名同意書 監事２名中／２名異議なしを証する書類 

 議 件 ⑦平成２８年度収支補正予算承認 

 

 第４回理事会（Ｈ29.3.22）     志賀町富来活性化センター 中会議室 

      理事数１４名中／出席者数１０名出席  監事２名中／２名出席 

 議 件 ⑧定款の一部改正       ⑨職員給与規程の一部改正 

⑩職員就業規則一部改正    ⑪育児介護休業に関する規程の一部改正 

⑫財務規程の一部改正     ⑬平成２８年度補正予算 

⑭平成２８年度会員入会の承認 ⑮平成２９年度事業計画 

⑯平成２９年度収支予算    ⑰平成２９年度会員就業基準単価表 

⑱会員表彰          ⑲奨励金規程 

    ⑳事務局長選任        その他 理事の補充 

 

２ 監査会 

平成２７年度決算監査（Ｈ28.5.10）  富来行政センター 101会議室 

 



３ 安全・適正就業委員会 

（１）会議（Ｈ28.11.29）富来行政センター 101会議室 

①先進地視察研修の報告     

②ヘルメットを着用していない会員へのイエローカード通知について 

③事故状況について及びヘルメット貸与等安全対策について 

④安全指針について  ⑤周知徹底のガイドラインの説明について 

   会議（Ｈ29.3.29）富来行政センター 101会議室 

     ①安全就業標語の募集結果     ②平成２９年度活動計画 

     ③ヘルメットの貸し出し装着について 

（２）安全パトロール（Ｈ28.5.31・Ｈ28.9.28・Ｈ29.3.29） 回数３回 ６箇所 

（３）安全・適正就業推進大会（Ｈ28.7.5） 参加委員６名 金沢市ものづくり会館 

（４）安全・適正就業講習会（Ｈ29.1.25）  参加会員２７名 コミュニティ施設 

 

４ 関係団体の会議・研修 

関係団体等の会議名 （参加数） （開催場所）    

新任事務局長研修（Ｈ28.4.15） 参加者１名 県連合会 

池水会計士経理研修会（Ｈ28.4.23） 参加者１名 池水公認会計士事務所 

第１回事務局長会議（Ｈ28.6.7） 参加者２名 女性センター 

県連合会定時総会（Ｈ28.6.16） 参加者１名 ホテル金沢 

緊急安全対策事務局長会議（Ｈ28.6.27） 参加者１名 県連合会 

町生活支援体制整備協議会（Ｈ28.6.28） 参加者１名 志賀町役場 

第３回事務局長会議（Ｈ28.8.4） 参加者１名 トラック会館 

エイジレス８０ユーザー研修会（Ｈ28.8.24） 参加者４名 ものづくり会館 

町生活支援体制整備協議会（Ｈ28.8.30） 参加者１名 志賀町役場 

交流研修専門委員会（Ｈ28.9.7） 参加者１名 県連合会 

派遣業務担当者研修（Ｈ28.9.27） 参加者１名 女性センター 

池水会計士経理研修会（Ｈ28.10.3） 参加者１名 池水公認会計士事務所 

危険物取扱者保安講習（Ｈ28.10.6） 参加者１名 七尾サンライフプラザ 

年金事務・労働保険事務講習会（Ｈ28.10.7） 参加者２名 七尾サンライフプラザ 

安全運転管理者法定講習（Ｈ28.10.11） 参加者１名 志賀町文化ホール 

派遣元責任者講習（Ｈ28.10.14） 参加者２名 金沢商工会議所 

ふるさと納税説明会（Ｈ28.10.14） 参加者２名 志賀町役場 

町生活支援体制整備協議会（Ｈ28.10.25） 参加者１名 志賀町役場 

理事長研修（Ｈ28.11.4） 参加者２名 ものづくり会館 

先進地視察研修（Ｈ28.11.10） 参加者２名 福井県高浜町シルバー 

経理研修会（Ｈ28.11.25） 参加者３名 長寿生きがいセンター 

 



関係団体等の会議名 （参加数） （開催場所）    

池水会計士経理研修会（Ｈ28.12.22） 参加者１名 池水公認会計士事務所 

「臨･短･軽」要件拡大説明会（Ｈ29.1.20） 参加者２名 女性センター 

接遇研修（Ｈ29.1.25） 参加者３名 志賀町役場 

第４回事務局長会議（Ｈ29.1.26） 参加者１名 女性センター 

能登地区職員研修会（Ｈ29.1.27） 参加者２名 七尾市シルバー 

志っ賀りサポート隊研修会（Ｈ29.2.2） 参加者２名 志賀町文化ホール 

池水会計士経理研修会（Ｈ29.2.22） 参加者２名 池水公認会計士事務所 

町生活支援体制整備協議会（Ｈ29.3.8） 参加者１名 志賀町役場 

 

 

５ その他の事業 

（１）会員入会説明会   本部事務所・志賀町文化ホール・志賀町シルバーハウス・

志賀町地域休養施設やすらぎ荘・志賀町とぎ地域福祉セン

ター窓口にて随時受付 

入会者数５５名 

 

 

６ 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）シニアワークプログラム地域事業(ＳＰ事業)・高齢者活躍人材育成事業 

５５歳以上の健康で就職意欲のある方で、雇用をめざすＳＰ講習会の参加者募集と、

概ね６０歳以上の、健康で就業意欲のある方で、シルバー派遣就業をめざす育成講習会

の参加者募集に努めました。 

 


