令和元年度 第４号 （令和２年１月発行）

総務部会
第５回総務・地域活動委員会 （令和２年１月 10 日（金）10:00～12:00）
(1) 事業実績報告（平成 31 年４月～令和元年 11 月）について事務局より報告
(2) 公益社団法人加古川市シルバー人材センター表彰に関する規程の策定について
従来から前例及び上部団体の例にならって行っている会員及び職員等の表彰に関する件について、表
彰に関する規程として明文化することについて、協議・検討。委員会として事務局（案）を承諾。
(3) 第５回地区委員連絡会議の開催について
世話人会の開催、配布物について事務局より説明、協議・検討の後、委員会として承諾。
第５回地区委員連絡会議 （令和２年１月 17 日（金）14:00～15:30）
(1) シルバーの現状について報告（平成 31 年４月～令和元年 12 月・速報値）
(2) 当面の予定について
・世話人会の開催について依頼（１/17～19）
・配布物 会員向け 配布物一覧 （裏面）事務局からのお知らせ（配分金支払日変更）
広報誌「還流」第 76 号、委員会だより 令和元年度第４号、会員お仕事情報№11、№12、④講習会・
相談会情報№６、らくらくスマートフォン体験会案内、レクリエーション（輪投げ）大会（案内）、
事務局からのお知らせ、備品類の払い下げについての案内及び調理器具及び食器類の提供について
（お願い）、味噌作り講習案内（女性限定）、ヤクルト工場見学案内（女性限定）の説明
・令和元年度地区・地域親睦会の実施状況について
・次回連絡会議の予定について
第４回福利厚生委員会 （令和２年１月 16 日（木）14:00～16:00）
(1) レクリエーション大会（輪投げ大会）の開催について
令和２年２月 27 日（木）10:00～11:30 募集人数 50 人 場所：加古川市立人権文化センター
(2) 各種同好会・クラブ活動への助成について
(3) 令和２年度の行事予定について
・会員親睦旅行の予定について ５月中旬の平日２日間
行 先
京都：亀岡「麒麟が来る」大河ドラマ館と京都鉄道博物館 見学
・レクリエーション大会（ボウリング、グラウンドゴルフ、輪投げ）の予定について
第６回広報委員会 （令和元年 10 月 28 日（月）15:00～17:00）
第７回広報委員会 （令和元年 11 月 25 日（月）15:00～17:00）
第８回広報委員会 （令和元年 12 月 ９日（月）13:30～15:30）
第９回広報委員会 （令和元年 12 月 20 日（金）13:30～15:30）
「還流」76 号（2020 年１月１日発行）編集会議

事業部会
第３回業務・就業開拓委員会 予 定（令和２年１月 24 日（金）13:30～15:30）
(1) 令和２年４月から会員に支払う配分金の基準額について
10 月開催の第２回業務・就業開拓委員会において協議・検討した令和２年度（令和２年４月～）会員
に支払う配分金の基準額を 930 円に設定することを正式に決定。
※この額は当センターとして基準とする額であり、実際の配分金は契約に基づき決定します。
(2) 令和２年度第３四半期の事業実施状況について事務局より報告
(3) 会員入会促進の状況について、事務局より報告
(4) 職種別就業ルールの策定委員会の開催状況について、事務局より報告

第３回安全・適正就業推進委員会 予 定（令和２年２月 21 日（金）９:00～15:00）
(1) 安全就業パトロール（午前中）
(2) 発生事故の状況聴取（午後）
(3) 令和元年度事故発生状況のまとめ
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(4) 令和２年度活動予定について協議・決定
① 令和２年度事業計画 ② 安全就業講習会の実施 ③ 春の全国交通安全運動等について説明
(4) その他
① 無事故無違反運動チャレンジ 100 参加について ４チーム参加の結果
第４回女性会員拡大委員会 予 定（令和２年２月７日（金）13:30～15:30）
(1) 令和２年度委員会の活動予定と内容について
◎令和２年度の委員会の予定について協議・検討、決定
※事業ＰＲ用チラシに掲載予定
◎「よっといで加古川」の予定
・味噌作り
２月８日（土）13:30〜15:30
・ヤクルト工場見学（三木市）４月６日（月）集合 ８:50 イオン加古川 募集 15 人 昼食代 1,500 円
第３次中・長期計画検証・見直し検討委員会
【メンバー】(役 員) 常務理事 本岡 睦夫、理事 寒藤 基二
(正会員) 永多 一夫、渡辺 武美、東口 弘美、関根 哲雄
(事務局) 事務局長 浦井 一郎、総務係長 伊勢田 奈尚美
※敬称略
第１回 令和元年 10 月 29 日（火）13:30～15:30
・委員長選任 満場一致で 常務理事 本岡 睦夫を委員長に選出。
・第３次中・長期計画について事務局より説明、質疑応答
・今後の委員会の予定について日程調整
第２回 令和元年 11 月 28 日（木）10:00～12:00
第３回 令和元年 12 月 12 日（木）10:00～12:00
・平成 28 年４月～令和元年９月の基本目標と実施状況の比較
・見直し項目と数値の検討及び検討結果による今後の施策の検討
・正会員意向アンケート調査の回収状況の報告及びアンケート結果の取扱いについて事務局より説明
第４回 予 定 令和２年１月 21 日（火）10:00～12:00
・見直し項目と数値の検討及び検討結果による今後の施策について協議・検討
職種別就業ルール策定委員会
【メンバー】(役 員) 常務理事 本岡 睦夫、理事 都倉 一三
(正会員) 竹本 聖仁、中野 洋子、松下 武士、橘 光司、内海 清和、狩野 喜久雄、細川 雅晴、
多良 信幸、矢野 眞弓
(事務局) 事務局長 浦井 一郎、就業推進係長 小南 重徳、職員 藤原 純也
※敬称略
第１回 令和元年 11 月 21 日（木）15:30～17:00
・委員長選任 満場一致で正会員 狩野 喜久雄を委員長に選出。
・職種別就業ルール策定の考え方について事務局より説明、委員により協議・検討、決定
・今後の委員会の予定について日程調整
第２回 令和元年 12 月 19 日（木）15:30～17:00
・職種別就業ルール策定項目の協議・検討
第３回 予 定 令和２年１月 16 日（木）15:30～17:00
・職種別就業ルール策定項目の協議・検討、決定

