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2018年センターニュース・ベスト 10 

 第 1位  町シルバー事業補助金 統合合併後 初の増額 

今年も早いもので、一年の締めくくりの時期になりました。穏やかな年越しができますよう願っています。 

さて、今年も「2018 年センターニュース・ベスト 10」を上げてみました。事務局視点での結果ですの

で、会員視点とは違ったとらえ方があるかも知れません。その点ご了承ください。 

ダントツの第 1 位は「町シルバー事業補助金 統合合併後 初の増額」でした。統合合併のＨ17 年当時の

補助金額は 13,000 千円でしたが、Ｈ21 年・22 年の時の政府の行政刷新会議事業仕分等も影響し、段階

的な減額がなされ8,900千円になっていました。 

しかしながら、本年度、町の深いご理解と特段のご支援の賜として大台の10,000千円の補助金を頂いて

います。実に14年ぶりの増額で、この情報が入ったときは職員一同、大喝采で感動さえも覚えました。 

この補助金は、単なる運営補助金とするのでなく、これを原資に国の補助事業を導入し国からの補助金

10,000 千円を引き出してＳＣの管理運営に充てています。また、町補助金はＳＣの安価な作業単価、事務

費(手数料)につながり町民への還元という構図も成り立っています。 

 この、補助金増額という多大なる行政支援に対しては、ＳＣの性格と機能である高度の公共性・公益性を

最大限に発揮し、財政効果を出すことが命題であると再認識したセンターニュース第1位でした。 

順位 2018センターニュース・ベスト10

町シルバー事業補助金 統合合併後 初の増額（補助金総額1千万円）

② 会員数10年ぶりに290人超え（12月現在） 

③ 安全就業日数100日達成（12月6日現在143日） 

④ H30年度を安全就業強化年度とした統合合併後初の安全大会の開催（7月21日） 

⑤ 初の町職員との意見交換会・交流会の実施（11月20日） 

⑥ 町長、町議会議長に対する要請行動（9月26日） 

⑦ 第 2回納会研修会＆大忘年会の開催（12月23日開催、昨年70人越えの85人参加予定） 

⑧ 事務局職員業務用携帯電話導入（理事長、職員7人） 

⑨ 草刈り事故対策で飛散防止ネット3基購入 安全就業継続日数に貢献 

⑩ 職員公用車5台中4台をレンタルリースで配備（第1次中期計画達成） 

⑪ 公用車にキャラクター・チエブクロー、事務所窓ガラスにシルバーPR事項張付け 

  ⑫ 労働者派遣法改正による派遣会員初の教育訓練の実施（2月27日） 

  ⑬ 役職員研修視察の実施（10月 17日、研修先 曽於市SC、志布志市SC） 

  ⑭ 事務所大会議室空調機器をレンタルリースで設置（第1次中期計画達成） 

  ⑮ 互助会日帰りバス旅行実施（11月 24日、38人参加） 

   平成最後のカレンダーになります。縦60㎝、横42㎝、日にちとマスが大き

くてスケジュール等メモがしっかり書き込めるので便利です。 

11/17 の奉仕作業と GG 大会時に配付し、その後職員が就業現場等で渡し

ていますが、行き届くには限りがあります。会員数分は購入してありますが、基

本的には会員が事務所まで取りに来てください。発注者様(お客様)にも差し上げ

ていますので、品切れの際はご了承ください。 

『平成３０年１２月号』

１ 年越し準備のカレンダーは貰いましたか！ 



   11月も途切れることなく新会員の入会がありました。1名でしたが念願の大型１種取得

者で早速、町マイクロバス運転業務についていただきました。 

現在、男性192人、女性98人、計290人となっています。センターニュース・ベスト10の第2

位紹介しましたが、290人はH20年の298人に次ぐ10年ぶりの大台です。300人を目指して会員

一人一会員確保運動の推進に頑張りましょう。 

   紹介会員の有川さんは９月に引続いて２回目です。チップソー４枚目ゲット！ 草刈り、頑張ってく

ださ～い。 

紹介会員 新規会員 

有 川   充（紫陽班） 岩 元 辰 己（宮之城屋地2班） 

   定例の毎月第3火曜日、12月 18日です。既会員の誘い

の一声は効果が大きいようです。仲間を広げるために積極的

な勧誘をお願いします。 

   11月17日(土)に実施した奉仕活動は114人、地域班対抗グラウンドゴルフ大会は56人が参加し、

SCの啓発と会員間の交流と親睦を図りました。GG大会は参加者が少なかったため、前向きな行動に対

して商品を奮発しましたので、皆さんホクホク顔でした。 

  ≪地域班対抗グラウンドゴルフ大会栄光の成績≫ 

団体の部
優勝 柏原.紫尾班 準優勝 虎居Ａ班 第 3位 佐志班 

ラッキー賞 虎居Ｂ班、山崎班、宮之城屋地Ａ班 

個人の部

最優秀賞 内堀廣治、2位 岩下秀明、3位 山下實樹、4位 德永滿義、5位 水流貞夫、 

6位 大囿五夫、7位 市野ノブ子、8位 村田省三、9位 新森一教、10位 川畑勝信 

ラッキー賞 上別府岩美、坂元綾乃、中間順子、新改克幸、久留トミ子、江藤順正、久留敏夫、

南征男、松岡慶子 

氏  名 地域班（公民会） 年齢 性別 入会年月日 

1 岩
いわ

 元
もと

  辰
たつ

 己
み

 宮之城屋地2班(中央) 66 男 Ｈ30.11.21 

氏  名 地域班（公民会） 年齢 性別 退会年月日 

1 宝
ほう

 満
まん

  民
たみ

 生
お

 山崎班(北原) 68 男 Ｈ30.11.21 

２ 新会員の紹介！ 

３ 退会会員の紹介！ ご苦労様でした。ありがとうございました。 

４ 会員一人一会員確保ケース紹介！ 

よろしくお願いします！

５ 12 月の入会説明会！ 12 月の入会説明会 
と き  12 月 18日（火） 

    9 時～11時 30分 

ところ  センター会議室 

６ 奉仕作業とGG大会 ご苦労様でした！



   センターの年末年始の仕事納めと仕事始めは次のとおりです。緊急な事態や連絡事案がありましたら、

小椎八重(070-7660-1675)または下牧瀬(070-7660-1677)まで、お知らせください。 

年末・仕事納め 12月28日(金) 年始・仕事始め 1月 4日(金) 

10月 17日(水)、理事、監事、職員及び町所管課職員総勢20名で、曽於市及び志布志市ＳＣを研修

視察しました。 

   今年は、町の高齢者支援課の岩元課長と同課高齢者支援係の出水係長に同行いただきましたが、行政

視点での良い研修機会が得られたとの言葉がありましたので、勝手ながら心強く感じました。 

   研修先の曽於市ＳＣは会員主導型で、志布志市ＳＣは事務局主導型で典型的に運営体制に違いがあり、

その部分では比較ができて大変参考となる研修でした。遠距離の研修でしたが、町のマイクロバス使用

により円滑に実施できました。これも行政支援のお蔭です。感謝いたします。ありがとうございました。 

   以下、特徴等をまとめましたので自分視点で考察をしてみてください。 

区分 曽於市ＳＣ(会員主導型) 志布志市ＳＣ(事務局主導型) 

仕事の配 

分 

・毎週(金)夜８時～９時班長会議で１週間分の仕事の

配分(公平な配分と特定会員配分改善)・女性は月曜日 

・班長は作業日報受領と班員への作業配分 

・班長手当、仕事配分への費用弁償なし 

・事務局から会員に直接配分なし 

・班は必要に応じて再編し班長も交代 

・未就業なし、高就業率 

・事務局から直接会員へ配分(さつま町と

同じ) 

年会費 

・ＳＣ1,500円、互助会1,500円、ＳＣ保険3,000

円、計6,000円 

・ＳＣ保険掛金会員負担が安全意識につながる。 

・就業があった後会費納入、効果は未就業ゼロ 

・ＳＣ1,500 円、互助会 1,500 円、計

3,000円 

・ＳＣ保険はＳＣ負担 

各種教室 

の開講 

・シルバー会員+市民対象・折り紙・書道・裁縫教室 

・ＳＣ予備軍(50歳代)が多い。 

・安全就業の目的で機械取扱い講習の実 

 施 

見積り 

・新見積基準で実施 円/㎡当たり、円/木１本当たり 

・見積専門員(会員)３人、見積り代500円、時間給800

円/1Ｈ 

・総額見積り、時間単価(さつま町と同じ) 

・職員と班長(手当なし)で実施 

・しばらくは現状の体制 

アンテナ 

ショップ 

出店 

・空き店舗活用 

・茶房よいやんせ(末吉店・財部店) 

・芸品、軽食・派遣サポートセンター 

安全就業 

・除草班（20班）に飛散防止ネット配備 

・ネット代１万円(ＳＣと班で半額ずつ負担) 

・未使用事故損害は保険適用外とし会員負担 

・見積りの段階で安全確保の打合せ 

市の指定 

管理 

・有明体育館、グラウンド 

・松山総合体育館、グラウンド 

７ センターの仕事納め／仕事始め！

曽於市ＳＣ 志布志市ＳＣ 曽於市ＳＣ 黒板に書かれた就業配分情報 

8 役職員研修視察の報告！



日時 1月 15日(火) 10 時 30分～1時間ちょっと ／ 場所 役場本庁別館3階会議室 

   さわやか号の交通安全教室は、ドライビングシミュレーターによる運

転適性診断や歩行者教育システムによる道路横断模擬体験などがあり、

自身の適応能力が把握できるので大変ためになります。 

   なお、今回は会員だれもが心配され、車を運転される以上必ず受けな

ければならない、75 歳以上が免許証更新時に条件となっている認知機

能検査と高齢者講習についても若干の受講ができるようお願いをしてあ

ります。 

   地域等で行われる法令講習会よりも高度な講習や体験及び自覚ができますので受講してください。特

に、75歳間近の方には受講をお勧めします。 

また、メリットカードも6点満点中4点を貰えますので、来年2月の抽選会が楽しみです。 

   受講希望者は電話で結構ですので、12月21日(金)までに事務所へご連絡ください。 

   12 月 23 日(日) 午後 4時からあび～る館で開催予定の「平成 30年納会研修会及び大忘年会」は、

6日現在、昨年の70人を上回る85人の参加希望をいただいています。 

   ＳＣに入会され「自主、自立・共働、共助」の理念を同じくされる方々が一堂に会し、お互いに 1年

間の労をねぎらい、希望の新年を期することは意義あることだと思います。楽しい、面白い余興など工夫

を凝らして準備していますので、楽しみにされ

お出でください。 

   なお、参加者には別途文書で詳細なお知らせ

をしますので、ご覧の上ご出席ください。 

   また、会場はまだ余裕がありますので参加を

迷っていらっしゃる方は、まだまだ大歓迎です

ので事務所までご一報ください。 

まごころの店出店 12月 27 日(木／宮之城暮れ市の日) プラッセだいわ駐車場 

   現在、独自事業推進委員会委員の方々が、バザー(不要品)商品の整理、洗浄及び値段付け等に精を出し

ていらっしゃいます。 

   若干、バザー商品が少なめということですので、全体的に見栄えのする品揃えが必要です。商品は陳

列棚に少量でさびしい形よりも、大盛りで品定めのできる方が売れるとのことです。よって、野菜や工芸

品、正月用の飾り物のユズリ葉やセンリョウなど多めに集めたいと思います。 

   多種目少量、少種目多量の何れでもよろしいですので、出品にご協力をお願いします。バザー商品は

無償提供ですが、野菜等の売上金は手数料を差引いて

出品者にお支払いしますので、重ねて、よろしくお願

いします。 

   商品は、26日(水)までに事務所に入れ込んでいただ 

  くか、ご連絡いただけば職員が収集に伺います。 

   「センター初の町職員との意見交換会」、「互助会日帰りバス旅行」及

び「ふるさと納税返礼品 空き家管理作業の受注」などお知らせ事項がい

っぱいありますが、紙面の都合上、新年号でお届けします。 

10 大忘年会 昨年を上回る 85人予定！ 追加大歓迎！

11 まごころの店（バザー）野菜や正月用飾り集めにご協力を！

９ 県警さわやか号交通安全教室受講生募集 ポイント4点！

昨年の模様 

昨年の野菜や飾り物 

12 紙面の都合上 新年号に掲載する事項！ 


