○平成２７年度事業報告書及び事業実績
１

概 要
平成２７年度の日本経済は、昨年４月の状況で、輸出や生産が回復傾向にあり、企業
の設備投資にも同様に回復の兆しが見られるという観点で始まりました。しかしながら、
昨年９月の経済情報をみるとき、輸出・生産は横ばいで４月から６月期の低迷からの脱
出が図られていない状況にあるとも見られていました。そのような状況にあっても、日
本経済は緩やかながらも持ち直し傾向にあると推察される中で新たな平成２８年を迎え
るところとなりました。こうした状況は、昨年末の政府による３兆円補正という公的資
金の追い上げ効果も期待されることに加え、原油価格の低水準という状況も個人消費を
増加させる事由のひとつとして期待されることに到っています。
このような状況の中、当センターでは、平成２７年度から新たに取り組むこととなっ
た「高齢者活用・現役世代サポート事業」にともなうシルバー派遣事業の取り組みを通
して、シルバー人材センター事業の普及啓発を図る意味で、専従開拓員を雇用する方向
で引き続く推進活動を展開するとしましたが、新たな雇用への応募がなく、結果的に上
半期の活動は、土佐市広報への掲載と個別のチラシ配布という現状に止まった結果とな
っています。推進員の雇用が確定した昨年９月以降の下半期については、
「受注業務を遅
滞なく実施する。」ことを念頭に、積極的に会員への就業を促す一方で、地元新聞へのチ
ラシの折込みなどを行って、シルバー事業の基本である高年齢者の社会貢献の基本活動
を展開するなど事業の推進に取り組んでまいりました。
こうした取り組みの結果、ホームページの閲覧者は期末累計で１２，５００人を超え、
会員数では前年度末の１９３人から２０２人へと一昨年の実績に回復する傾向にあって
います。しかしながら、事業実績では、受注件数で昨年度を若干上回る実績を積み上げ
たものの、契約金額で２．７７パーセント、１，５７７，５４３円（派遣事業契約額を
含む。）の減少となり、その減少の多くが一般の民間発注の減少にある内容となっていま
す。
当センターをはじめとする県下の拠点シルバーでは、本年度から新たに「高齢者活用・
現役世代サポート事業」に取り組みを開始しましたが、その事業の具体の推進は「シル
バー派遣事業」にあります。ところが、土佐市地域では、未だこうした派遣事業を取り
入れる企業も少なく、従前の「請負・受託」による就業から、派遣就業への切り替えを
中心に取り組みを強めてきた結果、前段の受注契約金額が大きく減少した要因となって
いますが、この点を差し引いても、受注契約金額の減少という状況に変わりなく、次年
度以降、当センターの大きな課題であり、当センターをとりまく状況は、中央情勢の景
気回復感のそれとは違って、非常に厳しい状況下にあると言わざるを得ません。
一方、前述の「高齢者活用・現役世代サポート事業」については、その取り組みによ
る派遣就業目標値を基準に補助金が交付されるという制度は、当初の実績値による減額
方式が撤回されたとはいえ、派遣就業先の少ない土佐市の現状では、就業先確保が容易
なものではない状況にあっています。
以上のように、当センターをとりまく情勢は、引き続き、厳しい状況にあるものです
が、会員のみなさんと事務局が今一度、原点に立ち返って、地域に必要とされる組織と
人づくりを行って、関係する行政機関、企業等との連携を図り、本年度方針に掲げたと
おり、
「就業先とセンター(会員・事務局)が家族」とし、家族が家族を助ける「土佐市シ

ルバー家」の目標へ向かって、会員の皆さんとともにシルバー事業の発展に一丸となっ
て取り組んでいくこととします。
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平成 27 年度事業開始
事務局員辞令交付式
平成 27 年度一般廃棄物処理業更新許可(土佐市長)
基盤拡大事業推進員公募手続(いのハローワーク)
土佐市産業経済課協議(施設賃貸料減額)
土佐市教育長要望(派遣事業の推進要望)
エム・セテック(株)高知工場(須崎市)との派遣就業事前協議
会員入会説明会(以降毎月第 2 木曜日) 2 名参加
平成 26 年度会計監査の実施
事務費率改定適用(10％適用)
平成 27 年度総会(土佐市社会福祉センター)
議案第 1 号 26 年度事業報告承認の件
議案第 2 号 26 年度収支決算承認及び監査報告について
報告第 1 号 27 年度事業計画及び収支予算について
報告第 2 号 26 年度補正予算について
土佐市商工会第 46 回通常総会出席(グランディール)2 名
エム・セテック(株)高知工場(須崎市)役員・就業希望会員現地調査実施
平成 26 年度消費税確定申告書提出(伊野税務署)
四国西濃運輸(株)土佐営業所(土佐市)派遣就業事前協議
土佐市都市環境課協議(公園トイレ清掃不備指摘)
(株)松尾と派遣就業契約成立
高知県連合事務局長会議(事務局長・業務主任)
(株)ダイセイと派遣就業契約成立
エム・セテック(株)高知工場 派遣就業初日
県連合会定時総会(高知会館)理事 3 名、事務局 2 名、計 5 名出席
子育て支援事業講習会(センター会議室)
講師：江口千代美氏 24 名参加
事務所清掃作業実施(委託発注)
熱中症見舞金制度への加入
土佐市都市環境課 戸波 6 公園清掃 業務契約解除合意書提出
派遣事業関連須崎労働基準監督署届出(四国西濃運輸(株)土佐営業所分)
子育て支援員研修会(センター会議室)
農地等利用状況報告書提出(土佐市農業員会)
故津野宗利理事抹消登記申請
平成 27 年度理事会(第 1 回)
報告第 1 号 平成 27 年人事発令について
報告第 2 号 シルバー補助金等の精算報告及び交付申請について
報告第 3 号 平成 27 年度 5 月期までの事業実績について
議案第 1 号 公益社団法人土佐市シルバー人材センターの期間を定めて雇
用する職員給与規程の一部改正について
議案第 2 号 財務(会計処理)規程の一部改正について
月刊シルバー掲載記事取材(センター会議室)
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御祭り実施
平成 27 年度高知県緊急雇用創出特例基金事業実績報告書提出
(土佐市産業経済課)
7/10 四国ブロック役職員研修会(城西館)4 名
7/22 子育て支援事業講習会第 1 日目(センター会議室)
講師：特定非営利活動法人「はるの・わくわくぽけっと」
代表者 理事長 西村佳子氏 参加 16 名
7/23 子育て支援事業講習会第 2 日目(センター会議室)
講師：特定非営利活動法人カンガルーの会
会員 益 和子氏 参加 15 名
8/4
土佐市長あて要望書(全国統一シルバー事業支援要望)提出
8/4
庭木剪定講習会開催(宇佐町)参加 17 名
8/6
土佐市企業進出推進就業事前協議(酔鯨酒造(株))
8/6
派遣就業会員現地研修(ハヤシ商事(株))
8/10 派遣就業予定会員ハローワーク登録手続実施
8/18 ＳＰ事業(料理活動応援講習会)開講式(土佐市男女共同参画センター)
8/21 前土佐市長(森田康生氏)逝去告別式
8/25 戸波総合市民センターグランド除草作業に関する行政・地元協議
8/26 ＳＰ事業(料理活動応援講習会)
第２週目開催(土佐市男女共同参画センター)
9/11 互助会主催焼き肉パーティー実施
9/14 派遣事業研修((株)三陽荘)
9/15 おもてなしボランティア清掃活動参加(宇佐町しおかぜ公園)
9/15 一般廃棄物処理業許可変更に係る事前協議(北原クリーンセンター)
9/16 基盤拡大事業推進員雇用開始(辞令交付式)
9/17 高知県シルバー人材センター連合会事務局長会議
9/18 いの町シルバー人材センター就業先研修
10/1 事務局職員新給料表移行適用
10/1～2 派遣元責任者講習会(大阪市)経理主任参加(責任者２名体制の確立)
10/8～9 全国新任事務局長研修会(東京都)事務局長参加
10/16 シルバー人材センター事業普及啓
発活動(土佐市健康福祉センター)
場所 土佐市保健センター及び周辺
内容 除草、刈り払い、清掃及び処分
参加 センター21 人、土佐市役所 25 人
10/16 平成２７年度理事会(第２回)
報告第 1 号 平成 27 年度剪定講習会の実施結果について
第 2 号 平成 27 年度ＳＰ事業の実績報告について
第 3 号 平成 27 年度 8 月期までの事業実績報告について
第 4 号 派遣事業へのとりくみについて
議案第 1 号 専決処分の承認について
第 2 号 平成 27 年度公益社団法人土佐市シルバー人材センター収支
補正予算(第 2 回)について
協議事項-1 理事の役割分担について
10/19 非修業会員実態調査(戸波、北原、波介地区)
10/20 平成 28 年度シルバー事業補助金関係説明会(土佐市各所管課)

10/21 一般廃棄物処理業許可変更に係る事前協議(北原クリーンセンター)
10/26 平成 27 年度改正労働者派遣法事業主説明会参加(高知市)
派遣元責任者 2 名
10/28 高齢者活躍人材育成事業(伐採エコ講習)講師事前協議(高知市)
10/29 派遣就業予定先就業内容協議(ハヤシ商事(株))
11/1 山の手ふれあいフェスタ(高岡第二小学校)参加
11/6 平成 28 年度土佐市道関係整備事前協議(土佐市建設課)
11/8 土佐市ふれあいフェスタ(土佐市民公園)4 人
11/13～20 職員健康診断(土佐市民病院)
11/13 平成 27 年度四国ブロックシルバー人材センター協議会
担当者研修会(松山市)派遣元責任者 2 名参加
11/16 派遣就業事前協議(須崎青果(株))
11/17 派遣就業希望会員現地研修(エム・セテック(株)高知工場)
11/18～19 シルバー旅行会九州旅行実施’(13 名)
11/26 (株)三陽荘忘年会出席(宇佐町)3 名
11/27 派遣就業説明会(センター会議室)
12/1 子育て支援事業反省会(センター会議室)5 名
12/1 高齢者活躍人材育成事業(伐採エコ講習)使用材料搬入
12/11 センター忘年会(宇佐町「三陽荘」)
12/3 高齢者活躍人材育成事業(伐採エコ講習)第１回目開講式(～4 日)16 名
講師：高知県林業労働力確保支援センター指定講師 田村嘉永氏
講師：土佐市シルバー人材センター前事務局長 和田貴行氏
12/7 高齢者活躍人材育成事業(伐採エコ講習)第２回目開講式(～9 日)
12/18 平成 27 年度理事会(第 3 回)
報告第 1 号 一般廃棄物処理業許可変更について
第 2 号 派遣事業とりくみ関係について
第 3 号 刈り払い機・チェーンソー・エコ講習の実施結果について
議案第 1 号 公益社団法人土佐市シルバー人材センター特定個人情報事務
取扱規程の制定について
第 2 号 公益社団法人土佐市シルバー人材センター特定個人情報事務
取扱規程に基づく事務取扱責任者及び事務取扱担当者の任命
について
第 3 号 平成 27 年度公益社団法人土佐市シルバー人材センター補正
予算(第三次)について
12/28 一般社団法違反科料裁定(高知地方裁判所)
12/28 大掃除実施
平成 27 年仕事納式
1/4
平成 28 年始業式、役員協議
1/7
土佐市商工会新春会(グランディール)2 名
1/18 公益法人研修会(県庁正庁ホール)2 名
1/19 平成 27 年特殊肥料生産・出荷量調査報告(高知県農業推進課)
1/22 平成 27 年度理事会(第 4 回)
報告第 1 号 平成 27 年度第 3 四半期までの事業実績について
報告第 2 号 一般社団法違反科料の裁定処理について
報告第 3 号 その他の報告事項について
1.介護予防・日常生活支援総合事業者指定について
協議事項
ア．熱中症見舞金制度加入について
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イ．理事会の役割分担について
ウ．理事提案の協議事項について
平成 27 年度理事会(第 5 回)
職員の懲戒処分について
平成 28 年度新年会(高岡町)14 名
職員懲戒処分実施(適正事務執行怠慢行為)事務局長
カラオケ装置一式寄贈(高岡町 福本直子氏)
派遣就業苦情処理(須崎青果(株))
事務局会議
ア．平成 27 年度事業実績の整理と課題、イ．平成 28 年度総会関係
ウ．派遣就業対策関係
平成 28 年度償却資産申告書提出(土佐市)
役員協議(センター会議室)
27 年度文旦剪定講習会(井上農園)参加 会員・非会員計 35 人
シルバー会計事務研修会
場所 ぢばさんセンター
参加 事務局長、経理担当
内容 公益法人の会計事務処理について等
シルバー事業運営状況調査(須崎市、四万十町)２名
平成 27 年度理事会(第 6 回)
報告第 1 号 平成 27 年度第 4 四半期(１月期)までの事業実績について
報告第 2 号 カラオケ装置寄贈について
議案第 1 号 平成 27 年度公益社団法人土佐市シルバー人材センター
補正予算(第四次)について
議案第 2 号 事務局長の任命について
平成 28 年度土佐市発注事業に関する高知県連合協議
長期未払い金先への訪問請求実施
鎌田井筋清掃業務出発式(センター前)47 名
平成 27 年度理事会(第７回)
報告第 1 号 平成 27 年度第 4 四半期(2 月期)までの事業実績について
議案第１号 平成 28 年度総会日程について
議案第 2 号 平成 28 年度総会提出議案について
議案第 3 号 役員退任願いの承認について
議案第 4 号 平成 27 年度公益社団法人土佐市シルバー人材センター補正
予算(第五次)について

