
臼杵市　臼杵城跡
キリシタン大名として有名な大友宗麟が築城した臼杵城は、丹生島と呼ばれる孤島上の城郭で

堅固な守りを誇っていました。大友氏以降、福原直高、太田一吉が城主を務めたのち、美濃から
入封した稲葉氏が廃藩置県まで15代に渡ってこの城を居城としていました。
現在でも、当時の城の名残をとどめる2つの櫓と書院の庭園の一部、石垣などが残っており、臼

杵公園として市民の憩いの場となっています。春は桜の名所としても有名です。
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大分県内　観光穴場シリーズ　⑥

臼杵市     臼杵城跡
　大友宗麟は、享禄3年（1530年）、府内（大分市）に生まれました。弘治2年（1556年）に、臼杵湾に浮かぶ天然

の要害ともいえる丹生島に城を築き、府内の館から移り住んだことにより城下に町が形成されました。これが今日、臼

杵のまちの礎となったものです。

　また、稲葉家の初代稲葉貞通が、関ケ原の合戦における軍功により、慶長5年（1600年）に美濃国（現在の岐阜

県）の郡上八幡から臼杵城に転封しました。海辺・大野・大分三郡の内に領土を持った5万石の禄高であった臼杵藩

は、明治4年（1871年）15代藩主久通の代で廃藩置県を迎えるまでの約270年間稲葉家により統治されました。

　城下町特有の面影を残した地域である二王座付近には、狭い路地のいたるところにどっしりとした量感溢れる門構

えの武家屋敷跡、白壁の土蔵や宗派の異なる歴史ある寺院が軒を連ねています。

　臼杵市佐志生の黒島に、慶長5年（1600年）春、一隻のオランダ船が漂着しました。船名は「リーフデ号」、航

海長はイギリス人「ウイリアム・アダムス（日本名・三浦按針）」、水先案内人はオランダ人の「ヤン・ヨーステン」でし

た。2人はその後、大砲などの武器を操作する技術や西洋の新しい技術を買われ、徳川家康の外交顧問として活躍し

ました。リーフデ号の漂着は、日本の大きな転機となった事件のひとつでした。（情報提供～臼杵市観光情報協会）

●国東市シルバー人材センター
    公益社団法人国東市シルバー人材センターボラン
ティア福祉施設訪問グループは、国見支所の会員を
中心に各地域からも参加して、市内の各老人ホーム等
を長年にわたり訪問を行っています。
   今回この功績が認められ第 15 回大分県地域福祉推進
大会にて大分県社会福祉協議会会長感謝状を受賞しま
した。これからも社会福祉活動によって自らの生き
甲斐と共に、地域社会に貢献できたらと思っています。

臼杵城跡

仁王座歴史の道

大友宗麟石碑

黒島

稲葉家下屋敷

稲葉家下屋敷の庭

大分県社会福祉協議会会長感
謝状受賞センタートピックス①

三河国東市長に受賞の挨拶をしました。
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公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会　
会　長　　右　田　芳　明

皆様方には、平素から、シルバー人材センター事業の運営並びに当連合会の事業運営に深いご理解と

ご支援を賜りまして、心から感謝申し上げます。

ご案内のとおり、昨年は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックという未曽有の事態に見舞われました。

我が国におきましても、4月に緊急事態宣言が発令され、社会経済活動は大きな打撃を受けました。そ

の後同宣言が解除され、社会経済活動を段階的に再開させる取り組みが始まり、徐々に経済活動は回復し

てきましたが、11月の第３波の到来により、菅内閣の観光需要喚起策である「GoToトラベル」が年末から

一時停止となり、１月には緊急事態宣言が再発令されました。

これにより、とりわけ観光産業への依存度が高い地域への深刻な打撃が懸念されており、予断を許さな

い状況が続いています。

また今年の２月に公表された月例経済報告では「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さがみられる。」として

います。

このようなコロナ禍における厳しい経済情勢の中で、我が国は、超高齢社会、人口減少社会を迎え、

医療、介護、年金といった社会保障関係費の増大や生産年齢人口の減少などが大きな課題となっています。

まさに「人生100年時代」を見据えながら高齢者の皆さんが活き活きと地域社会に参画することができる

「生涯現役社会」の実現が強く求められています。

そのような観点からも、働く意欲がある高齢者が働くことを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の

活性化にも貢献するシルバー人材センター事業への期待は今後も益々高まってくるものと思います。

当連合会は、令和２年度も「会員数の拡大」、「シルバー派遣の業務拡大」「シルバー会員の安全就業の

徹底と適正就業の推進」を最重要課題としています。

会員拡大は、企業における70歳まで働く機会の提供を企業の努力義務とする改正高齢者雇用安定法

が、本年４月に施行されますので、60歳代の会員確保はますます難しくなります。

また、団塊世代の方が70歳代になったこともあり、70歳以上の会員が全体の70％以上を占め、平均年

齢は、72.5歳となっており、これからのシルバー人材センターは、70歳や80歳になっても無理なく働ける

仕事の開拓、会員の負担軽減や安全就業の徹底を図りながら、高齢者の居場所として、その役割や機能

の充実にも努める必要があります。

このような中、会員数を拡大するためには、女性の加入促進が鍵となります。

そのためには、女性の活躍をアピールするよう広報を充実するとともに、女性専用の入会説明会やイベン

トの開催等工夫を凝らさなければなりません。

終わりに、新型コロナウイルス感染症の終息までの先行きが見えない中、当連合会は、シルバー人材セ

ンターとともに、会員の感染防止対策を徹底し、厳しい経済情勢の中、就業機会の確保に最大限の努力を

してまいります。

皆様方におかれましては、当連合会の事業運営に、これまで以上のご支援・ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

ごあいさつ
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● 理事会	 第２回　令和２年10月27日(火)　　アートホテル大分
 
 第３回　令和３年 ３月25日(木)　　アートホテル大分

● 事務局長会議	 第２回　令和２年10月 ７日(水)　　J:COMホルトホール大分
  ⑴全国連合事務局長会議の伝達
  ⑵シルバー派遣事業について
  ⑶令和２年度第２回安全適正就業推進委員会
  ⑷高齢者活躍人材確保育成事業について
  ⑸Web会議による事務局長会議等の開催について

 第３回　令和３年 ２月17日(水)　　J:COMホルトホール大分
  ⑴令和２年度12月末現在のシルバー事業実績
  ⑵令和２年度第３回全国連合事務局長会議の伝達
  ⑶シルバー派遣事業運営委員会
  ⑷適正就業訪問指導結果について
  ⑸インボイス制度について
  ⑹安全就業について
  ⑺受託事業について
 　 　・高齢者活躍人材確保育成事業

● 連合本部幹部会議 第５回　令和２年10月14日(水)　　　
 第６回　令和２年12月16日(水)
 第７回　令和３年 １月14日(木)
 第８回　令和３年 ２月25日(木)
 第９回　令和３年 ３月16日(火)

● シルバー事業推進専門部会
第１回　令和３年 ３月 ３日(水)　　J:COMホルトホール大分
　第2次会員100万人達成計画の目標達成に向けた「女性会員の拡大対策」について検討しました。

諸会議・指導・研修諸会議・指導・研修

連合会長、副会長及び連合事
務局幹部により令和２年度
事業の実施状況及び当面の
課題について協議しました。
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● 安全就業推進専門部会

　 第１回　令和３年２月26日(金)　　J:COMホルトホール大分

 　　令和２年度実施したアンケート調査の集計結果を基に、協議を重ねて提言書にまとめました。

 　　また、今後の各種施策に対する進捗状況を把握するため数値目標を設定しました。

• 安全・適正就業に係る体制等のアンケート調査の集計結果について

• 安全就業の向上を図るうえでの数値目標の設定について

• 安全就業推進専門部会の先進地視察（案）について

• 愛知県シルバー人材センター連合会DVD視聴

　　　　　　　　　　〔安全就業重点取組プロジェクト「仕事の原点」（約20分）〕

　

● シルバー派遣事業運営委員会　令和３年２月17日(水)　　 J:COMホルトホール大分

 ・派遣料金の費用割当率の変更について

 ・安全衛生関係等について

● 安全・適正就業推進委員会　　安全衛生研修会

 第２回　令和２年10月 ７日(水)

 第３回　令和２年11月27日(金)→　新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止

 第４回　令和３年 ２月 ４日(木)→　　　　　　　　　　〃

● シルバー人材センター事業指導

　　(公社)国東市シルバー人材センター　　　　　　令和２年10月20日(火)

　　(公社)豊後高田市シルバー人材センター　　　　令和２年10月20日(火)

　　(公社)豊肥地域シルバー人材センター　　　　　令和２年10月22日(木)

　　(公社)臼津地域シルバー人材センター　　　　　令和２年10月22日(木)

　　(公社)日田市シルバー人材センター　　　　　　令和２年10月23日(金)

　　(一社)玖珠町シルバー人材センター　　　　　　令和２年10月23日(金)

● 高齢者活躍人材確保育成事業推進連絡会議

　令和３年２月５日(金)、JRおおいたシティ会議室において、第2回高齢者活躍人材確保育成事業推進連

絡会議を開催しました。会議では、令和２年度の事業実施状況、令和3年度の事業実施計画等について、

大分労働局をはじめ大分県、労使団体のメンバーで意見交換を行いました。

⑴令和２年度シルバー人材センター事業の運営状況について

⑵高齢者活躍人材確保育成事業について

 ・令和２年度事業実施状況について

 ・令和２年度広報実績及び令和３年度事業実施計画について

⑶意見交換・その他
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由布市 SC　安全・適正就業委員会・除草作業 豊肥地域 SC　除草作業

別府市 SC　剪定・除草作業

国東市 SC　除草作業・安全・適正就業委員会
佐伯市 SC　除草作業

玖珠町 SC　刈払・除草作業

全国統一スローガン（令和２年度～令和４年度）

「いつまでも　働く喜び　無事故から」
大分県内すべてのシルバー人材センターは、「安全はすべてに優先する」の基本理念のもと、組織一丸と

なって事故ゼロを目指しています。

令和元年度から全14センターを3年サイクルで巡回する「安全パトロール実施計画」に基づき、令和2年

度は5センターと希望1センターの計6センターの安全パトロールを行いました。

・令和2年		9月24日(木)　　(公社)佐伯市シルバー人材センター　　			剪定・除草作業　　　３ヶ所

・令和2年		9月29日(火)　　(公社)由布市シルバー人材センター　　			剪定・除草作業　　　２カ所

・令和2年10月19日(月)　　(公社)国東町シルバー人材センター　　　除草作業　	　　　	　	２カ所

・令和2年10月28日(水)　　(一社)玖珠町シルバー人材センター　　　刈払・除草作業　		　	３カ所

・令和2年11月19日(木)　　(公社)別府市シルバー人材センター　　　剪定・除草作業　		　	２カ所

・令和2年11月24日(火)　　(公社)豊肥地域シルバー人材センター　　除草作業(史跡岡城跡)	１カ所

安全・適正就業パトロール安全・適正就業パトロール
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佐伯市シルバー人材センター

講演会風景

由布市シルバー人材センター

安全パトロールの流れ
センターが連合会に安全パトロール派遣申込書を提出する。

①安全パトロールを実施する。

②連合会からセンターへ安全パトロールの実施結果を報告する。

A		実施日時　　B		実施場所　　C		業務内容　　

D		奨励事項について　　E		指摘事項について

③センターは、指摘事項に対して改善策を連合会に提出すると共に、パトロール時の指摘事項とその改善

策を徹底するように会員に周知する。

　講師　安全就業推進課長　鈴木道雄
・令和3年2月19日(金)　　(公社)佐伯市シルバー人材センター　　場所　三余館　　　　〔20名参加〕　

　　　テーマ　「　草刈・剪定作業時の安全管理　」

・令和3年2月24日(水)　　(公社)由布市シルバー人材センター　　場所　はさま未来館　〔15名参加〕

　　テーマ　「　会員の高齢化と安全管理　」　

安全・適正就業講演安全・適正就業講演
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安全衛生研修会

安全・適正就業「標語」 表彰作品安全・適正就業「標語」 表彰作品

● 優秀賞
(公社)大分市シルバー人材センター 台　　博美 気持ちほど　言うこと聞かぬ　身の動き

(公社)別府市シルバー人材センター 宗安　洋一 のろくても　仕事きっちり　高齢者

(公社)中津市シルバー人材センター 吉冨　康秋 うつらない　うつさない　３密避けて　マスクに手洗い

(公社)日田市シルバー人材センター 星熊主一郎 小さな危険も見逃すな　令和へ繋ぐ　働くみんな合言葉

(公社)佐伯市シルバー人材センター 津崎みどり ちょっと待て　慣れた作業の落とし穴　今もう一度振り返れ

(公社)臼津地域シルバー人材センター 粟津由美子 今日も一日安全第一　出勤してから帰宅まで

(公社)宇佐市シルバー人材センター 渡辺シズ子 気のゆるみ　心のゆるみが　事故のもと

(公社)豊肥地域シルバー人材センター 鍋川　二敏 私が注意　周りが注意で　危険予知

(公社)国東市シルバー人材センター 鈴木　光次 安全は　一人一人が責任者　貴方の注意で　事故防止

(公社)豊後高田市シルバー人材センター 伊藤　悦子 慣れと焦りは事故の元　一息おいて　安全行動

(公社)由布市シルバー人材センター 大塚　京子 助け合い　絆深めて　事故防ぐ

(一社)杵築市シルバー人材センター 中根　正明 指差呼称　自分を守る　安全確認

(一社)日出町シルバー人材センター 瀧澤　森雄 慣れた作業　初心を忘れず　安全作業

(一社)玖珠町シルバー人材センター 衛藤　広茂 さあ仕事だ　防具は正しく　身に付けて

● 最優秀賞

公益社団法人豊後高田市シルバー人材センター 後藤　公明

急ぐ心に　一呼吸　ゆとりが生み出す　ゼロ災職場

安全・適正就業安全・適正就業DDVD貸出中 !VD貸出中 !

貸出用DVD一覧

　「安全・適正就業推進委員会要領」の推進基本計画に基づき、連合会として安全意識の高揚並びに啓
発を図るための DVD を購入し、県内シルバー人材センターが開催する各種研修会等に貸し出す制度が
できました！

題　																		　名 時	間
	蜂に注意 22分
	振動障害を予防するために〔チェンソー・刈払い機〕 62分
	刈払機の安全作業 21分
	DVDみんなで草刈り編 (初心者研修等に適しています。) 83 分
	伐木製造作業の基本 32分

安全は全てに
優先する！
就業前は

健康チェックを
忘れずに！

最優秀賞を受賞されました後藤公明さんへ豊後高田市シルバー
人材センター南松理事長から賞状及び記念品が伝達されました。
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毎年10月はシルバー人材センター事業普及啓発促進月間、第3土曜日はシルバーの日です

　連合会では、新聞・雑誌への掲載をはじめ、県内シルバー人材センターに普及啓発月間に活用
頂けるようにポスター及びチラシを支援配布しました。また、テレビ出演、ラッピングバスによ
る会員拡大に向けた普及啓発活動を行いました。　
　コロナウイルス感染拡大により、駅前でのチラシ配布が行えなかったため、県内のハローワー
ク及びふるさとハローワーク、市役所等を廻り、管轄内のシルバー人材センターと協同してチラ
シ・ポスター掲示等シルバー事業に対しての協力依頼を行いました。

普及啓発促進月間普及啓発促進月間

● 	テレビ出演によるシルバー人材センター普及啓発
10月18日(金)大分朝日放送「金様の鍵」に出演し

て	シルバー人材センター事業、会員募集、高齢者活躍
人材	確保育成事業をアピールしました。

● 	バス2側面ラッピング(大分バス1台)

黄色のシルバー
ラッピングバス
今日も市内を循環

大分バス　のりあいバスプラザ

大分合同新聞に４回広告を掲載

大分駅構内

おはようございます。
大分県シルバー人材センター連合会です。
今日は、シルバー人材センターのPRと会員

募集のご案内に参りました。
県内には、約5,300名を超える会員が、こ

れまで培ってきた豊かな知識と経験を活かし
て活躍しています。
また、連合会では無料講習会等を行ってい

ます。
是非、講習会にもお越しください。
60歳からの働く意欲と力を、あなたの町の

シルバー人材センターで活かしてみては如何
ですか？

大分県シルバー人材センター連合会

公益社団法人

誰
か
の
た
め
に

地
域
の
た
め
に

地
域
の
た
め
に

自
分
の
た
め
に

い
つ
ま
で
も
生
き
生
き
と
！

あ
な
た
の
元
気
を
応
援
し
ま
す
！

い
っ
し
ょ
に
働
き
ま
せ
ん
か
？

「生涯現役」・「人生100年時代」
60歳からのお仕事探しならシルバー人材センターへ

シルバー人材センターには、これまでに培ってきた豊かな知識と

経験を活かして働く、多くのアクティブシニアの方が活躍しています。

シルバー人材センターの仕組み

シルバー人材センター
シルバー人材センター会 員

発注者企業・家庭・公共団体など

力を借りたい！

働きたい！

生きがいの充実や社会参加を希望する定年退職者等の高齢者（60歳以上）の

方に、「臨時的かつ短期的な仕事」或いは「簡易な仕事」をシルバー人材セン

ターが引き受け、希望や能力に応じて提供しています。

提供します！

お近くのシルバー人材センターに、会員としての登録が必要です。
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大分市シルバー人材センター 別府市シルバー人材センター

センターの普及啓発活動状況

普及啓発促進月間において、市報に入会や活動の記事を
載せ、11月に女性限定の入会説明会を実施しました。1月
にはスマートフォン教室を会員限定で実施し、基本操作を
学び、2月には会員53名で北石垣公園のボランティア清掃
活動を行いました。

街頭啓発活動として職員が市中心部で会員募集のチラシや
ティッシュを配布し、入会を呼びかけました。また、「いこ
いの道広場」清掃ボランティア活動では、会員と職員、大分
県シルバー人材センター連合会の皆さん併せて113名が参
加し、シルバー人材センターの活動をアピールしました。さ
らに会員拡大を目的として８月にいきいきストレッチ教室、
10月には食と美容のビューティ講座を開催しました。

日田市シルバー人材センター

当センターでは地域ごとに24の地域班を形成していま
す。その地域班ごとに、秋晴の好天のもと市内各所で清掃
ボランティア活動を115名の会員が実施しました。また、
今年度はコロナ禍により設置された日田市清掃用消毒液配
布所においてもボランティア活動を実施し、地域社会に貢
献するとともにシルバー事業を地域に浸透させることなど
を目的としています。

佐伯市シルバー人材センター

普及啓発月間の老人福祉施設の慰問は、コロナウイルス感
染症予防対策のため実施できませんでした。市民ウォーキン
グコースとして人気の高い城山山門から三の丸までの参道の
清掃ボランティア活動を理事・監事・職員15名で行いました。

清掃ボランティア・食と美容のビューティ講座清掃ボランティア・食と美容のビューティ講座
大分合同新聞に掲載されました！大分合同新聞に掲載されました！

中津市シルバー人材センター

今年度も「門松作り講習会」を開催しました。幸せや健康
長寿を願い会員６名で作成した門松は、中津市役所、中津
市民病院、JR中津駅、中津商工会議所に寄贈しました。

疫病退散　門松に願う
！大分合同新聞に掲載

されました！

疫病退散　門松に願う
！大分合同新聞に掲載

されました！

臼津地域シルバー人材センター

臼津地域内の各事務所ごと
に、親睦と普及啓発を目的と
して、総勢141名が参加し
て、多くの市民が利用する公
共施設３ヶ所の除草、剪定作
業及び清掃作業のボランティ
ア活動を行いました。

つくみん公園清掃ボランティア！つくみん公園清掃ボランティア！
大分合同新聞に掲載されました！大分合同新聞に掲載されました！
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豊後高田市シルバー人材センター

玖珠町シルバー人材センター

由布市シルバー人材センター

日出町シルバー人材センター

日出町所有の日出町社会福祉センター敷地内の除草作業
のボランティア活動を行いました。福祉センターは多目的
ホールやトレーニングルーム、児童館・子育て支援セン
ターなどがあり日々行事が開催されています。

参加者全員でラジオ体操をした後、町内のなかよし公園
と多くの観光客が訪れる豊後森機関車公園の除草・剪定作
業のボランティア活動を行いました。

毎年恒例の地域イベントがすべて中止となり、イベント
会場のボランティア清掃活動ができませんでしたが、新聞
の折込みチラシや駅の掲示板にポスター掲示などで、普及
啓発活動に取り組んでいます。

10月の普及啓発月間中と12月末の2回「中央公園」及び
「昭和の町」を中心にごみ・缶拾いの清掃ボランティア活動
を行いました。

宇佐市シルバー人材センター

12月１日～３日にかけて役職員がお揃いジャンパーを着
て、60カ所の事業所を訪問し、継続発注と新規発注の依
頼をしました。今年度は例年のように奉仕活動やシルバー
フェアは実施できませんでしたが、発注者との直接の対話
は大事にしました。

国東市シルバー人材センター

4地区で公共施設周辺の清掃ボランティア活動とシルバー
旗を掲げて会員募集の普及啓発活動を行いました。

豊肥地域シルバー人材センター

竹田市・豊後大野市の両市で公共施設の草刈り・剪定の
ボランティア活動を行いました。特に、多くの方が使用す
る場所としてエイトピアおおの（豊後大野市総合文化セン
ター）をボランティア活動の場所とし、早朝より看板を立
てるなどしてPR活動を実施しました。

杵築市シルバー人材センター

シルバーの日は、多くの子供や家族連れが集う杵築市海
浜公園の除草作業をボランティアで行いシルバー旗を設置
し事務局長がチラシ等配布し普及啓発活動を行いました。
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番号 講習・体験等名 実施地域 実施開始日 実施終了日 受講者数 修了者数

技
能
講
習

1 44-001 調理補助講習 大分市 R2.11.17 R2.11.19 7 6

2 44-002 育児・子育て支援補助講習 由布市 R2.9.10 R2.9.11 7 7

3 44-003 クリーンスタッフ講習 別府市 R2.9.15 R2.9.17 14 14

4 44-004 学童保育従事者講習 中津市 R2.10.8 R2.10.9 13 13

5 44-005 学童保育従事者講習 日田市 R2.9.3 R2.9.4 13 13

6 44-006 調理補助講習 日田市 R2.10.20 R2.10.22 8 8

7 44-007 家事援助サービス講習 玖珠町 R2.8.20 R2.8.21 11 11

8 44-008 観光ガイド講習 宇佐市 R2.10.29 R2.10.29 10 10

9 44-009 接遇ステップアップ講習 宇佐市 R2.8.28 R2.8.28 13 13

10 44-010 昔遊び名人講習 豊後高田市 R2.10.14 R2.10.15 4 4

11 44-011 バックヤード講習 豊後大野市 R2.11.9 R2.11.10 4 3

12 44-012 調理補助講習 玖珠町 R2.11.11 R2.11.13 6 6

高
齢
者
向
け
就
業
体
験

13 44-020 洗車業務就業体験 大分市 R2.11.20 R2.11.20 6 6

14 44-021 七島イ就業体験 国東市 R2.8.3 R2.8.3 4 4

15 44-022 清掃業務就業体験 中津市 R2.11.26 R2.11.26 4 4

16 44-023 育児・保育就業体験 臼杵市 R2.11.6 R2.11.6 2 2

企
業
向
け
就
業
体
験

17 44-030 運転業務体験 大分市

18 44-031 保育・児童クラブ体験 別府市

19 44-032 スーパー・バックヤード体験 大分市

20 44-033 福祉施設家事サポート体験 日田市 R2.11.16 R2.11.16 6 6

合計 132 130

令和２年度　高齢者活躍人材確保育成事業実施状況

計画数 受講・体験者等 修了実績数

回数 定員数 回数 受講者数 回数 修了者数

20 159 17 132 17 130

● 高齢者活躍人材確保育成事業
働く意欲のある60歳以上の高齢者がシル

バー人材センターの会員となり介護、育児等
の人手不足分野や現役世代を支える分野での
就業を通じ、社会の大事な担い手として活躍
していただくための技能・知識を身につけ支
援をする講習です。
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講習会の様子講習会の様子

セミナーの様子セミナーの様子

広報関係広報関係

就業体験の様子就業体験の様子

観光ガイド講習
調理補助講習

学童保育従事者講習 昔遊び名人講習

元気づくりのコツさがしセミナー 歌とレクでリフレッシュセミナー

健康セミナー

子育て支援就業体験

新聞広告

洗車業務就業体験
清掃業務就業体験

「口から始める健康づく
りセミナー」の様子を
ケーブルテレビ佐伯が取
材にきてくれました！

日田市で開催したセミナーに西日本新
聞社から取材があり、次のような記事
で掲載されました！
高齢者19人が「健康づくりセミナー	
～歌とレクでリフレッシュセミナー～」
に参加して歌やダンス、レクリエーショ
ンを楽しみながらリフレッシュしまし
た。参加者からは「コロナで家にこも
りがちだったけど、みなで歌って発散
できた」と喜ばれました。
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シルバー人材センター事業実績（契約金額）シルバー人材センター事業実績（契約金額）

連合会トピックス連合会トピックス

 
 

2,211,010,425 2,233,601,806 2,163,862,787 2,141,228,040 

1,762,516,629 

168,077,385 206,369,629 309,121,202 405,405,015 

379,843,795 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和3年1月

派遣

請負・委任

(円) 

センタートピックス②

坂ノ市公民館

稙田公民館 大南公民館 大在公民館

●大分市シルバー人材センター
　公益社団法人大分市シルバー人材センターは、毎月10日 20日と 2回入会説明会を行っていますが、地区公民館
でも出張入会説明会を令和元年度より行っています。ラッピングバスでも会員募集を呼びかけています！

令和2年度出張入会説明会4回開催
41名参加の中　20名が入会！

令和２年　６月30日　坂ノ市公民館　11名参加　５名入会

令和２年　９月 1日　稙田公民館　　11名参加　６名入会

令和２年 10月 1日　大在公民館　　10名参加　５名入会

令和２年 11月 1日　大南公民館					　9名参加			４名入会

派遣会員用派遣会員用
コロナ感染対策マニュ

アル作成！
コロナ感染対策マニュ

アル作成！

出張入会説明会いたします！出張入会説明会いたします！

大分県独自の「シルバー派遣事業派遣労働会員の新型
コロナウイルス感染症対応マニュアル」を作成して派遣
会員に配布しました。マニュアルの他に「感染リスクが
高まる５つの場面」「発熱等がある場合の受診方法につい
て」「新しい生活様式の実践例」「家庭内でご注意いただ
きたいこと～８つのポイント～」「厚生労働省新型コロナ
ウイルス接触確認アプリ情報」も配布して、会員がコ
ロナウイルスに感染しないよう呼びかけています！
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大分労働局から「令和２年高年齢者の雇用状況」が公表されました。県内企業
（従業員31人以上1,533社）では、65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施企業が
100%、さらに66歳以上と70歳以上働ける制度のある企業割合もそれぞれ40%台で
前年を上回っており、高年齢者の雇用の場が年々広がっています。また、60歳定年企
業における継続雇用者は約９割に上っており高年齢者の就業意欲も高まっています。

こうした中、県内の今年度会員数は、各SCの地道な取組により、毎月、前年同月を
上回っていますが、本年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就
業を確保することが事業主の努力義務になることも踏まえると、会員を増やしていく
ためには、在職高齢者に対する働きかけとシルバー事業の周知が重要になってきます。

編
集
後
記

杵築市は、大分県の北東部、国東半島の南部に位置し、東西約29キロメートル、南

北約23キロメートル、総面積280.08平方キロメートルで、県面積の約4.4％を占めて

います。

  東に大分空港、南には日出町を経て別府市・大分市に近く、北は宇佐市と隣接し、

大分空港道路や宇佐別府道路、大分自動車道の３本の高規格道路の連結点として交通

の要衝となっています。宇佐市に近い市内の「立石峠」は、かつて旧豊後国と豊前国

の境界でした。

小京都とも呼ばれてきた城下町杵築市は、観光面に力を

入れており、現在も武家屋敷や老舗商家など情緒ゆたかな

町並みが残っており、着物が似合う城下町をテーマに町づくりがされています。

着物姿で町を散策すると、公共観光文化施設の入館料が無料になり、市内店舗で

食事割引など受けられるサービスも提供しており、多くの方が着物を着て観光を

楽しんでいます。

現在はコロナ禍の影響で客足は減少傾向にありますが、これからの回復に期待をしているところです。

当センターは平成21年４月１日任意団体として設立し、平成23年12月１日に一般社団法人の認定を受

け、現在に至っています。

令和元年度末の会員数は134名、うち女性会員は37.3％となっています。

受注契約金額は65,877,214円と各会員のこれまで培った英知と技術力を生

かしながら就業にあたっています。

設立以来10年を経過した現在、仕事の依頼は年々増加しているものの、

それに対応できる就業会員不足から受注に結び付かないことが多々あります。

政府は「働き方改革」の取組みで70歳までの就業機会の確保を掲げ、企

業が定年延長や再雇用あるいは再就職支援などの選択肢を用意して､ シルバー人材センターにとってはこれ

が、かえって逆風状況となっていますが、今後とも、就業先の開拓や新規要望に対応できるよう新規会員の

加入獲得にも努力をして行きたいと思います。

運営面で事務局主体となっていることから、シルバー人材センター

の基本理念である「自主・自立、共働・共助」のもとリーダー育成の

ための研修会等を開催し、会員主体の体制づくりを行い信頼される

センターとして努めて行きたいと思います。

所在地　杵築市大字南杵築1678番地
会員数　135名(令和３年２月末現在)
　　　　男性…84名　　女性…51名

● 一般社団法人杵築市シルバー人材センター

活動拠点紹介活動拠点紹介
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会員種別 団　体　名 代　表　者 所　在　地 電話番号

正 会 員 公益社団法人大分市シルバー人材センター 理事長 右田　芳明 大分市金池町3-2-3 097-538-5575

正 会 員 公益社団法人別府市シルバー人材センター 理事長 藤野　　博 別府市新港町2-30 0977-24-4080

正 会 員 公益社団法人中津市シルバー人材センター 理事長 古江　秀明 中津市蛎瀬1366-3 0979-24-4567

正 会 員 公益社団法人日田市シルバー人材センター 理事長 瀨戸亨一郎 日田市淡窓1-1-1 0973-24-7676

正 会 員 公益社団法人佐伯市シルバー人材センター 理事長 大友健太郎 佐伯市長島町1-28-2 0972-23-3001

正 会 員 公益社団法人臼津地域シルバー人材センター 理事長 三浦　秀幸 臼杵市板知屋1257-1 0972-62-2550

正 会 員 公益社団法人宇佐市シルバー人材センター 理事長 安部　政博 宇佐市四日市263-1 0978-33-5005

正 会 員 公益社団法人豊肥地域シルバー人材センター 理事長 三代　英昭 豊後大野市三重町市場870-2 0974-22-7876

正 会 員 公益社団法人国東市シルバー人材センター 理事長 瀬田　和夫 国東市安岐町下山口38-1 0978-67-2991

正 会 員 公益社団法人豊後高田市シルバー人材センター 理事長 南松　豊久 豊後高田市新町1007-4 0978-24-3737

正 会 員 公益社団法人由布市シルバー人材センター 理事長 芦刈　賢治 由布市挾間町向原17-2 097-540-7992

正 会 員 一般社団法人杵築市シルバー人材センター 理事長 杉本　幸雄 杵築市大字南杵築1678番地 0978-62-5677

正 会 員 一般社団法人日出町シルバー人材センター 理事長 安藤　  眞 日出町字八日市2458番地1 0977-75-9620

正 会 員 一般社団法人玖珠町シルバー人材センター 理事長 金藤　勝典 玖珠町大字岩室24-1 0973-72-2011

特別会員 公益財団法人大分県総合雇用推進協会 会　長 杉原　正晴 大分市中央町4-2-16 097-532-8486

特別会員 公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会 常務理事兼
事務局長 藍畑　則文 大分市東大道1-11-1 097-585-5615

賛助会員 大　　　分　　　市 市　長 佐藤樹一郎 大分市荷揚町2-31 097-534-6111

賛助会員 別　　　府　　　市 市　長 長野　恭紘 別府市上野口町1-15 0977-21-1111

賛助会員 中　　　津　　　市 市　長 奥塚  正典 中津市豊田町14-3 0979-22-1111

賛助会員 日　　　田　　　市 市　長 原田  啓介 日田市田島2-6-1 0973-23-3111

賛助会員 佐　　　伯　　　市 市　長 田中　利明 佐伯市中村南町1-1 0972-22-3111

賛助会員 臼　　　杵　　　市 市　長 中野  五郎 臼杵市臼杵72-1 0972-63-1111

賛助会員 津 久 見 市 市　長 川野　幸男 津久見市宮本町20-15 0972-82-4111

賛助会員 宇　　　佐　　　市 市　長 是永  修治 宇佐市上田1030-1 0978-32-1111

賛助会員 豊 後 大 野 市 市　長 川野　文敏 豊後大野市三重町市場1200 0974-22-1001

賛助会員 竹　　　田　　　市 市　長 首藤　勝次 竹田市会々1650 0974-63-1111

賛助会員 豊 後 高 田 市 市　長 佐々木敏夫 豊後高田市是永町39-3 0978-22-3100

賛助会員 国　　　東　　　市 市　長 三河  明史 国東市国東町鶴川149番地 0978-72-1111

賛助会員 由　　　布　　　市 市　長 相馬　尊重 由布市庄内町柿原302番地 097-582-1111

賛助会員 杵　　　築　　　市 市　長 永松　  悟 杵築市大字杵築377-1 0978-62-3131

賛助会員 日　　　出　　　町 町　長 本田　博文 速見郡日出町2974番地1 0977-73-3111

賛助会員 玖　　　珠　　　町 町　長 宿利　政和 玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5 0973-72-1151
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