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令和元年度定時総会へのご出席 

        ありがとうございました！ 

―６月１４日（金）に開催し、２つの議案を承認― 

 
 ６月１４日午前１０時から府中町生涯学習センターくすのきプラザに
おいて、来賓として、佐藤町長、中村町議会議長、長西教育委員会事務局
総務課長にご出席いただき、令和元年度定時総会を開催しました。提案の
２つの議案（平成３０年度事業報告及び決算の承認、理事長に対する権限
委任の承認について）が承認されました。 
 また、３月及び５月の理事会で承認されていました令和元年度事業計画
及び収支予算を報告し、そして、当センター発展の功労者及び安全就業ス
ローガン優秀作品者に表彰状が授与されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜役員・会員表彰者と安全就業スローガン優秀作品者の記念撮影＞ 

令和元年７月号 （第２６９号） 

  

公益社団法人府中町シルバー人材センター 

                        府中町浜田三丁目９番２号     

                              電話 ２８５－０１６１ 

   

  

会員数   （令和元年 ７月  １日現在） 

男性 254 名  女性 121 名  計 375 名 
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役員表彰 

  金子 重昂 様 

＊センター表彰候補者選考要綱第２項 

   センターの役員として継続して３期（６年）以上在任し、その業績が顕著である

と認められる者 

会員表彰  

標葉 弘子 様  入倉 和彦 様   安森  忍 様  大野 健市 様 

三好 幸大 様  難波 信昭 様   吉村  尚 様  久保田  剛 様 

寺本 忠貴 様  切田 和則 様   児島 新吾 様   庄野 博昭 様 

栗栖 スエ子様   河本  秀夫 様   岡部 元昭 様 

  ＊センター表彰候補者選考要綱第４項 

   センターの会員として５年以上在籍し、年齢７７歳以上の者で、過去３年間の就

業日数が９０日以上で、その業績が顕著であると認められる者 

 

安全就業スローガン優秀作品表彰 

  田村 桂子  さんの作品 『今日も無事、働く喜びチームワーク』 

  髙野 秀徳  さんの作品 『「ムリするな」、その一言が事故防止』 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜浦田理事長の開会挨拶＞   ＜表彰者を代表して金子前理事の謝辞＞ 

                

                 

 

 

 

 

 

 

＜佐藤町長からの祝辞＞      ＜定時総会の審議状況＞     
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４月１９日（金）５月１７日（金）６月２１日（金）  会員入会説明会 
シルバー事業の内容を正しく理解していただくために、入会説明会をシルバーワーク

プラザ研修室で実施しました。この説明会等で、計１４名の方が入会されました。 

４月号の事務局だよりでもお知らせしましたが、全国シルバー人材センター事業協会

は、「会員１００万人達成計画」を策定しています。当センターの令和元年度の目標会

員数は、４２７人となっています。今後も会員の拡充のため、会員による１人１人入会

活動にご協力をお願いします。 

 

４月２３日（火）５月２７日（月） 派遣事業集中化担当者会議（県連合主催） 
派遣事業集中化担当者会議が広島市シルバー人材センターで開催され、事務局から大

出主任主事、梶川主事が出席しました。 

 シルバー派遣事業は、広島県シルバー人材センター連合会が派遣元事業主となり、各

市町の各シルバー人材センターが実施事務所となって派遣事業を展開していますが、こ

の度、今後の事業拡大等を見据えて、各センターで行っていた賃金支払業務等は、令和

２年４月１日から広島県連合会に移管し一本化して行うことになりました。 

 賃金締日及び支払日に変更はありません。 

  

５月１４日（火） 会計監査実施 
平成３１年２月分・３月分の定例監査を栢野監事と錦織監事が実施しました。監査報

告書として、「会計諸帳簿ならびに関係諸票書類について照合した結果、事実と相違な

いことを認めます。」という報告書をいただきました。また、監査より注意事項として、

預金等残高確認について、預金、定期預金について残高を確認したところ通帳と残高は

一致していたという報告がありました。 

 また、外部監査人である衣目公認会計士事務所の氏原謙一氏による平成３０年度決算

の計算書類等の確認については、「平成３０年度における公益社団法人府中町シルバー

人材センターの計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記

及び財産目録）について、衣目公認会計士事務所が公益法人会計基準に準拠して作成さ

れていることを確認しました。」という報告をいただきました。 

 

５月１５日（水） 第１回安全委員会の開催 

 令和元年度第１回安全委員会をシルバーワークプラザで開催しました。 

 議題は、令和元年度安全就業対策推進実行計画について。 

この実行計画の目的は、安全就業に対する事業計画をたて、会員が安心・安全で活動・

活躍できるよう努め、事故防止と就業環境の整備に取り組むものです。 

 平成３０年度の事故の発生状況・事故の分析を説明し、令和元年度事故防止対策につ

いて協議を行いました。 

  就業における「安全第一」を基本に、「事故ゼロ」を目指します。 
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   ＜第１回安全委員会の協議状況＞ 

 

５月２１日（火）  令和元年度 第１回理事会 
令和元年度第１回理事会をシルバーワークプラザで開催しました。 

提出された議案については、審議の結果、原案どおり可決・承認されました。 

内容は、議案として 

・平成３０年度収支補正予算（第１回）について 

・平成３０年度事業報告及び決算の承認について 

 ・令和元年度定時総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定について 

 ・理事長に対する権限委任の承認について 

 ・令和元年度定時総会の被表彰者の決定について 

 ・賛助会員の入会について 

すべて原案のとおり可決・承認されました。 

報告として 

 ・平成３０年度予算流用（第２回）について 

 ・平成３０年度定期監査報告（１２月～３月分）について 

 ・平成３０年度（第３回）理事会安全部会の安全巡回指導の状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ＜理事会の審議状況＞ 
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５月２６日（日） 互助会主催 グランドゴルフ大会 

空城山公園で、会員２７人が参加して、グランドゴルフ大会（互助会主催）が行われ

ました。当日は、雨の心配もありましたが、事務局職員の日頃の行いが良かったのか？

天候にも恵まれ、青空の下で、グランドゴルフを楽しむことができました。マイスティ

ックを持参されている会員も多く、８ホール２ラウンドを行いました。参加された会員

は「楽しかったね。また来年も参加したい。」と言われていました。ちなみに、浦田理

事長、住友主事はホールインワンを記録しました。 

成績は次のとおりです。  ※（ ）内はスコア 

優 勝 田中 昭夫 会員（38） 

第２位 三浦 捧  会員（42） 

第３位 吉村 尚  会員（43） 

  ※事務局職員のスコア 

  浦田理事長（47） 谷崎事務局長（53） 大出主任主事（56） 住友主事（51） 

  住友主事「次回は優勝を目指すためにも、飲むことを少し控え練習します。」との事です 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜グランドゴルフ大会の様子＞ 

 
６月１４日（金） 令和元年度 定時総会 （再掲）  
 会場には、６６名の会員が出席（委任状提出者２１７人）し、事業計画や予算等につ

いて説明を行い、決算等の各議案は全て満場一致で可決されました。 

 開会にあたり浦田理事長は、「国の施策として推し進められているニッポン一億総活

躍プランにおいて、あらゆる場で誰もが活躍できる、全員参加型の社会の実現のため、

高齢者の多様な就業機会の確保が掲げられており、シルバー人材センターへの期待も大

きくなっている。そのため、安全第一で親切・丁寧で地域に貢献すると共に、基本理念

である『自主・自立、共働・共助』で事業を展開してまいりたい」と挨拶を行いました。 

 定時総会の議事 

 （１）報告事項 

   第１号 平成３０年度収支補正予算について 

   第２号 令和元年度事業計画及び収支予算、資金調達及び設備投資の見 

込みについて 
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 （２）議決事項 

     第１号 平成３０年度事業報告及び決算の承認について 

         決算監査報告について 

     第２号 理事長に対する権限委任の承認について 

 

６月１７日（月） 広島県シルバー人材センター連合会 令和元年度定時総会 
 公益社団法人広島県シルバー人材センター連合会の令和元年度定時総会が、広島ガー

デンパレスで開催され、浦田理事長、谷﨑事務局長が出席しました。  

 報告事項として、平成３０年度収支補正予算について、令和元年度事業計画及び収支

予算について、議決事項として、平成３０年度事業報告及び収支決算について、役員の

選任について、会長に対する権限委任について説明があり、すべての議案が原案どおり

承認されました。 

 定時総会終了後、役職員研修会があり、ＮＲＩ社会情報システム会社 兼永 敏博 氏 

から「個人情報保護法の改正点について」説明を受けました。                    

 

６月２０日（木） 全国シルバー人材センター事業協会 令和元年度定時総会 
 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会の令和元年度定時総会が東京都中

野区の中野サンプラザで開催され、浦田理事長が出席しました。  

 報告事項として、平成３０年度収支補正予算、令和元年度事業計画及び収支予算、議

決事項として、平成３０年度事業報告及び決算承認の件、役員の選任の件などの議案５

件は、すべて原案どおり承認されました。 

また、「『生涯現役社会』を実現するシルバー人材センターの決意と支援の要望」を採

択しました。 

内容は、シルバー人材センターは「自主・自立、共働・共助」という理念のもと、国

及び地方自治体の施策、地域ニーズに対応し、 

①介護予防・日常生活支援総合事業などの要支援高齢者に対する事業 

②放課後児童クラブの担い手などの子育て中の現役世代や子供たちへの支援事業 

③人手不足の地元企業に向けたシルバー派遣等の事業 

④空家管理、遊休地を活用した農園事業などの事業 

を取り組んで参ります。 

 特に、国においては、一般会計を財源とする補助金の確保、また、都道府県、市町村

においては国の補助金と同額以上の補助金の確保、さらには、センターに対する市町村

等の公共からの事業発注の確保について強く要望する。というものです。 

 このことから、引き続き、シルバー人材センター事業の推進のために必要な補助金、

公共事業の発注の確保について、佐藤府中町長と中村府中町議会議長に要望書を提出

する予定です。 
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 また、定時総会に先だち、次の講演がありました。 

 「介護予防・日常生活支援総合事業の現状と今後の展望について」 

    櫻井 宏充 厚生労働省 老健局振興課長補佐 

 「子育て支援施策の展開と高齢者に対する期待」 

    竹林 悟史 厚生労働省 こども家庭局保育課長 

 

今後の予定 

 ７月 ４日（木）広島県シルバー人材センター連合会主催 

 セミナー会場で会員募集啓発活動（広島コンベンションホール） 

 ７月１１日（木）安全就業担当研修会（広島ガーデンホテル） 

 ７月１９日（金）会員入会説明会（シルバーワークプラザ） 

 ７月２６日（金）岡山県早島町シルバー人材センター来所 

         （視察内容 認可外保育（シルバーママサービス）の取り組みについて） 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 定時総会は、皆様のご協力により無事終了することができました。誠にありがとうござ

いました。役職員一同、今後も会員の就業の改善・会員数や事業の拡大に取り組んでまい

ります。 

 今、梅雨真っただ中。九州では、記録的な大雨となっているようです。昨年は、府中で

も大変な災害が発生しています。昨年の経験から、「命を守るための早めの避難を」を心

掛けましょう。そして、７月は安全・適正就業強化月間です。職員・会員の皆さん全員で、

組織をあげて事故の撲滅を図り、安全で安心して活動できるシルバー事業に取り組みまし

ょう。 

事務局職員一同 
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７月は安全・適正就業強化月間 
◎ 国が実施する「全国安全週間」にあわせ、７月は「安全・適正就業強化月間」の月です。 

  職員・会員の皆さん全員で組織をあげて、事故の撲滅を図り「安心・安全」のシルバー

事業の発展を図りましょう。 

◎ 「安全・適正就業強化月間」の期間 

    令和元年７月１日から７月３１日 

◎ 全国統一スローガン （平成２９年度から令和元年度までの全国統一スローガン） 

  「事故防止、急ぐな、あせるな、気を抜くな」 

 当センターの令和元年度安全就業スローガン 

「今日も無事、働く喜びチームワーク」     田村 桂子 さんの作品 

    「『ムリするな』、その一言が事故防止」     髙野 秀徳 さんの作品 

 

 ＜シルバーワークプラザ前の啓発の幟＞ 
 

熱中症に注意しましょう！ 
気温や湿度が高くなり、熱中症になりやすい季節になりました。 

【熱中症予防へのアドバイス】 

 ●睡眠と栄養を ●こまめに水分補給 ●暑さを避ける  

【熱中症が疑われる人がいたら】 

 ●涼しい場所へ移動させる 

 ●衣服をゆるめ、体を冷やす 

 ●水分・塩分（スポーツドリンクを含む）を補給する。 

 ●呼びかけに応じない、意識がない場合などは、すぐに救急車を呼びましょう 


