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シルバー連合

○雇用によらない請負又は
　委任による就業の支援
○広域需給調整
○未設置地域の解消
○有料職業紹介事業
○労働者派遣事業

○調査研究事業
○普及啓発事業
○安全・適正就業の推進
○就業分野の開拓・拡大
○その他事業を発展・拡充する
　ための情報提供、指導・助言等

○地域就業機会創出・拡大事業の
　支援
○連合主催の就業機会創出・拡大事
　業の取組
○高齢者スキルアップ・就職促進事業
○高齢者活躍人材育成事業

平成29年度事業計画
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表紙写真

大分の国宝シリーズ⑪

長福寺［重要文化財（国指定）］
　照雲山、長福寺 ( しょううんさん、ちょうふくじ ) 
所在地：大分県日田市豆田町５－１３ 
天正 12 年（1584 年）開山の浄土真宗のお寺です。 
廣瀬淡窓とも縁が深いお寺です。12 世法幢が、淡窓
に詩経の句読を授けたそうです。淡窓は、文化 2 年
(1805 年 ) に長福寺学寮を借りて開塾し、これが咸宜
園（かんぎえん ) の前身となりました。  
 

長福寺本堂 
■日田市豆田町 53 番地
　当寺は、天正 12 年 (1584 年 ) に武内山城守によっ
　て開山されたと伝えられ、寛永 14 年 (1637 年 ) に
　現在の地に遷った。  
■寛文 9 年 (1669 年 ) に建造された本堂は、江戸時代
　前期から後期に至る平面及び装飾の変遷過程がわか
　り、真宗寺院の建築の様式や技法をよく残している。 
　西本願寺旧本堂の西山別院と類似した建築様式を
　もった全国的にも貴重な建築物である。

廣瀬淡窓の自伝「懐旧桜筆記（かいきゅうろうひっき）」
によると、長福寺は淡窓が幼少のときに学び、24 歳
のとき「長福寺学寮 （ちょうふくじがくりょう）」を借
りて初めて開塾したところとしても知られている。  
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　皆様方には、シルバー人材センター事業に平素から一方ならぬご理解とご協力をいただき、心から感謝

を申し上げます。

　さて、我が国は、少子高齢化が急速に進展し、労働力人口が減少していく中、働く意欲のある高齢者が

活躍し続けることができる「生涯現役社会」の実現が益々求められています。

　高齢者がそれぞれの地域で、就業の場を得て、社会活動に関与していく環境を整えることは重要なこと

であり、そのためにもシルバー人材センターが地域の日常生活に密着した就業機会を提供するなど高齢

者の「居場所」と「出番」を創出し、高齢者の生きがいの充実、社会参加の促進を進め、地域社会の活性化

に寄与するという期待も高まっているところです。

　昨年３月２８日に働き方改革実現会議において決定された「働き方改革実行計画」を踏まえ、高齢者の

ニーズに応じた多様な就業機会を提供するシルバー事業の更なる推進が求められており、今後、介護、保

育、育児等で現役世代を支え、サービス業等の人手不足分野を解消する人材確保など取り組みを進める

べき重要な課題と考えております。

　また、高齢者の活用、急増する高齢者の受け皿として就業機会の確保・拡大を図るために会員の働き方

いわゆる「臨・短・軽」の要件緩和について、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正により、労

働者派遣事業又は職業紹介において、県知事が指定する業種・職種については週４０時間までの就業が

可能となり、当連合会としても知事指定に向けた取り組みを検討しているところです。

　高齢社会の中で、シルバー人材センター事業は、大切で必要なものであり、「自主、自立、共働・共助」の

事業理念を堅持しつつ、社会の変化、社会の要請にも的確に対応していくことが重要であります。

　そのためにも、会員拡大や業務拡大などに工夫を凝らした取り組みを進め、県下の各シルバー人材セ

ンターの緊密な連携と協力によりまして、シルバー事業の一層の充実、強化に努めてまいりたいと考えてお

ります。

　最後に、シルバー人材センター事業のますますの発展と皆様のご健勝を祈念申し上げ、ご挨拶とします。

ごあいさつ

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
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大分労働局 佐伯職業安定部長

会長　郷司義明

大分県商工労働部 広沢審議監 大分市商工労働観光部　戸田部長   

議　案

議案審議の結果原案どおり議決されました。

続いて報告事項として

報告がありました。

　　（1）平成 29 年度事業計画について
　　（2）平成 29 年度収支予算並びに資金調達及び
　　　　  設備投資の見込みについて

第1号議案に係る報告

平成28年度事業報告

第1号議案 

第3号議案 

公益社団法人大分県シルバー人材センター

連合会定款の変更(案)

役員の選任(案)

平成28年度決算及び監査報告

　　平成29年6月27日(火）アリストンホテル大分「アリストンホール」において定時総会が開催されまし

た。郷司会長のあいさつの後、来賓として大分労働局佐伯職業安定部長、大分県商工労働部広沢審議監、大分

市商工労働観光部戸田部長よりご祝辞をいただきました。

第2号議案

平成29年度　定時総会の開催
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● 監事監査  平成29年5月16日(火)

● 理事会 【第１回】 平成29年5月30日(火)
 【第２回】 平成29年6月27日(火)
 【第３回】 平成29年10月30日(月)
 　　　　　(決議省略に基づく理事会)
 【第４回】 平成30年3月23日(金)　

● 定時総会  平成29年6月27日(火)

● 事務局長会議 【第１回】 平成29年8月31日(木)
  ◦全国シルバー連合事務局長会
  　議内容の伝達
  ◦労働者派遣事業について
  ◦適正就業について
  ◦高齢者スキルアップ・就職促進事業について
  ◦高齢者活躍人材育成事業について
  ◦その他
 【第２回】 平成29年10月20日(金)
  ◦全国シルバー連合事務局長会議内容の伝達
  ◦労働者派遣事業について
  ◦安全就業について
  ◦高齢者スキルアップ・就職促進事業について
  ◦高齢者活躍人材育成事業について
  ◦その他
 【第３回】 平成30年1月23日(火)
  ◦全国シルバー連合事務局長会議内容の伝達
  ◦連合会中長期計画の策定について
  ◦派遣事業について
  ◦職業紹介事業について
  ◦安全就業の推進について
  ◦高齢者スキルアップ・就職促進事業について
  ◦高齢者活躍人材育成事業について
  ◦その他

● 連合本部幹部会議
  平成29年9月19日(火)
  平成29年11月21日(火)
  平成30年1月５日(金)
  平成30年3月13日(火)
● 安全・適正就業推進委員会 平成29年8月31日(木)
  ◦安全・適正就業の推進
  ◦安全就業「標語」等の選考について

　連合会長、副会長及び連合事務局幹部

による平成 29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。

諸  会  議
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● 業務担当職員研修会　　平成 30 年 2 月 5 日（月）　〔各センターより 28 名参加〕　

　  【講　師】　NRI 社会情報システム株式会社

　　　　　  　エイジレス 80　コールセンター　研修担当　　松枝　崇 氏

　  【テーマ】　派遣システム「Collabo80+」主要な制度変更対応や

　　　　　  　新機能・機能改善について　

　  【講　師】　公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会

　　　　　  　総務・シルバー事業部長　堤　喜代司

　　　　　  　派遣担当　本田　江美

　  【テーマ】　①派遣システム関連補足説明について

　　　　　  　②安全衛生管理体制について

　　　　　  　③適正就業について

　　　　　  　④派遣手数料の見直しについて

　　　　　  　⑤その他

● シルバー事業推進計画策定委員会　　平成 29 年 12 月 15 日（金）

　　　　　  　連合会事務所内

● シルバー派遣事業運営委員会　　　　 平成 30 年 ３ 月 16 日（金）

　　　　　  　コンパルホール

● 幹部研修会　　平成 29 年９月 1 日（金）    
　  【講　師】　大分労働局
　　  　　　　需給調整事業室　需給調整係長　　加藤　育朗 氏
　  【テーマ】　シルバー人材センター事業における適正就業の確立と
　　  　　　　労働者派遣事業の的確な運営について
　  【講　師】　一般社団法人全国古民家再生協会
　　  　　　　福岡第三支部　支部長　　山口　昇 氏
　　  　　　　大分第二支部　支部長　　兎洞　正和 氏
　  【テーマ】　古材鑑定業務について

● シルバー人材センター事業指導
　  ( 公社 ) 日田市シルバー人材センター 平成 29 年 12 月 19 日 ( 火 ) 
　  ( 公社 ) 国東市シルバー人材センター 平成 29 年 12 月 20 日 ( 水 ) 
　  ( 公社 ) 臼津地域シルバー人材センター 平成 29 年 12 月 21 日 ( 木 ) 
　  ( 公社 ) 豊後高田市シルバー人材センター 平成 29 年 12 月 25 日 ( 月 ) 
　  ( 公社 ) 豊肥地域シルバー人材センター 平成 30 年   1 月 17 日 ( 水 )

指　導・研　修
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● 九州ブロックシルバー人材センター連絡協議会主催

　平成 29 年度職員研修会
 平成 29 年 9 月 28 日 ( 木 ) ～ 29 日 ( 金 )
 大分オアシスタワーホテル５階　「孔雀の間」
 〔九州各連合より 159 名参加〕　開会挨拶

　　  主催者　九州ブロックシルバー人材センター連絡協議会　会長　　櫛井　正喜 氏 
　　  開催担当　( 公社 ) 大分県シルバー人材センター連合会　  会長　　右田　芳明 氏 

　　 ①【講　師】( 公社 ) 全国シルバー人材センター事業協会　専務理事　　村木　太郎 氏
　　     【テーマ】シルバー人材センター事業の現状と課題

　　 ②【講　師】( 公社 )　粟東市シルバー人材センター　事務局次長　　三木　岳夫 氏
　　     【テーマ】粟東市シルバー人材センターにおける労働者派遣事業の取組み

　　 ③【講　師】ＮＲＩ社会情報システム株式会社　　兼永　敏博 氏
　　     【テーマ】人口減少社会、高齢化社会における地域の
　　  　　　　 　 期待に沿ったシルバー人材センターの機能強化

　　 ④【講　師】君原　健二 氏 ( メキシコオリンピック銀メダリスト )
　　     【テーマ】ゴール無限
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● 安全パトロール   
　  各現場を訪問し、安全パトロール・安全講話を実施しました。
　安全就業ワッペン・安全就業の為のチェックポイント心得セブ
　ン・安全手帳を配布しました。

・中津：10 月 5 日 
・国東：7 月 6 日、9 月 22 日
・玖珠：7 月 27 日

・佐伯： 2 月 16 日           
・由布：7 月 27 日

● 安全・適正就業
　 推進委員会の開催　平成29年8月31日（木）

 ● 安全適正就業講演　

　  平成 29 年 7 月 6 日(木)　国東市シルバー人材センター　安全・適正就業推進大会
　　  （テーマ）安全・適正就業について　　　  〔110 名参加〕
　  平成 30 年 2 月16日(金)　佐伯市シルバー人材センター　安全講習会
　　  （テーマ）安全管理の基本的理念について〔119 名参加〕

最優秀作品賞受賞　安倍通宏さん
連合会より賞状、記念品を贈呈し
ました

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 “まあ良いか”　心のゆるみが　事故を呼ぶ

（公社）別府市シルバー人材センター 松原　　孝 良い仕事　まずは安全　確保から

（公社）中津市シルバー人材センター 祝出　　朔 確認作業は　安全就業への　道しるべ

（公社）佐伯市シルバー人材センター 吉川　松枝 ヒヤリ・ドッキリ　しない、させない　安全確認

（公社）臼津地域シルバー人材センター 菊地　正則 あなたを思う　家族の祈り　安全作業で　笑顔の帰宅

（公社）宇佐市シルバー人材センター 本田　洋子 安全は　“慣れ”に慣れるな！　気を抜くな

（公社）豊肥地域シルバー人材センター 平井　美穂 気を抜くな　毎日変わる　危険個所

（公社）国東市シルバー人材センター 小玉　一幸 危険増す　自信過剰と　気のゆるみ

（公社）豊後高田市シルバー人材センター 山田　高次 安全対策　これでいいは　気のゆるみ　事故のもと

（公社）由布市シルバー人材センター 大久保雅英 「言ったはず　やったはず」では　起きるはず

（一社）日出町シルバー人材センター 山元　　厚 喜ばれる　出来栄えに　安全添えて

玖珠町シルバー人材センター 秋好　末生 配慮して　声掛け合いの作業手順が　事故防ぐ

最優秀賞

公益社団法人国東市シルバー人材センター 安部　通宏

朝のあいさつ　明るい笑顔と　安全確認



シルバー連合おおいた  No.26 9シルバー連合おおいた  No.26

実施年度 事　　業　　名 事　業　内　容

県連合会

21～24年度 シルバー人材センター活性化人材育成事業 ４分野のリーダー会員養成研修

25～27年度 高齢者生活支援事業 介護支援及び生活支援の会員養成講座

28年度～ 高齢者生活支援並びに環境管理事業 空き家管理協定未締結市町村における空き家空地管理

大分市
20～23年度 軽度生活支援事業 外出援助・洗濯等援助、屋内整理、整頓

22～24年度 もったいないから始まる資源リサイクル事業 放置自転車再生・古着リフォーム販売事業

別府市 29年度～ 空き家等の適正管理事業 建物の屋根、外壁などの目視確認、屋外清掃、除草等

中津市

22～24年度 諭吉のふるさと活性化事業 福沢旧居周辺の清掃、剪定、花壇整備

22年度 高齢者世帯生活おたすけ隊事業 限界集落地域の布団乾燥サービス

25～27年度 環境にやさしい自然を大切にするリサイクル事業 粗大ごみ回収リサイクル事業

26～27年度 都市環境美化事業 路面清掃車を導入し、道路等の清掃作業を行う。

28年度～ ふるさと安心サポート事業 空家・空地・休耕田の草刈・選定等の外構等管理

佐伯市

20～23年度 中心市街地活性化事業 子育て相談（読み聞かせ教室）

21～23年度 「さいきの茶の間」介護予防事業 集える場の提供

26年度 ワンコインお助け事業 介護サービスを受けられない高齢者の生活支援。

臼津地域
20～23年度 活き生きシルバーの地域サポート事業 在宅介護支援

20～23年度 活き生きシルバー子育てサポート事業 「よいこの部屋」の運営

豊肥地域
20～24年度 次世代育成支援事業 学童クラブ開設

21～24年度 さんちゃんサポート事業 子供一時預かり

国東市
21～23年度 「仏の里」グリーンアップ事業 味噌製造、販売

24～27年度 土と子どもとの体験学習事業 荒廃・遊休地を活用した青少年健全育成の体験学習

豊後高田市

21～23年度 古の里農業生き生き事業 児童の農業体験（種まき、草取り）

25～26年度 地域農業支援事業 小規模農家の耕作の手伝いをし小規模農家を育成

28年度～ 資源を大切にするクリーンアップ事業 剪定等した木くず等をチップ化し堆肥を作成

◆地域就業機会創出・拡大事業
　連合会が空き家管理、耕作放棄地の管理、高齢者
の安否確認、買い物代行等の事業を、まだ実施して
いないセンターと連携し、連合会は住民広報、セン
ターは住民からの相談及び請負の確保の面で業務分
担し会員の就業機会の創出拡大に努めました。
　連合会は、県内 4 センター地域において新聞折込
広告による住民広報を実施しました。

（日田市 SC、豊肥地域 SC( 竹田市 )、由布市 SC、
玖珠町 SC）

後援：公益社団法人 大分県シルバー人材センター連合会

❶ 建物、土台等の異常は無いか
❷ 開口部等の戸締り及び施錠は良いか
❸ 窓ガラスの破損は無いか
❹ 雨どい及び雨仕舞の状態は良いか
❺ 屋根、軒裏部分の異常は無いか

建物の状況

❶ 枝が架線に触れていないか
❷ 枝が隣家や道路にはみ出していないか
❸ 枝が自家に損傷を与えていないか
❹ 樹木に害虫が発生していないか
❺ 敷地内にごみが散乱していないか

建物外周及び
庭の状態

見回り調査の一例
❻ 外壁等の亀裂や異常は無いか
❼ 屋根材、樋等の落下の危険は無いか
❽ 附属建物等の倒壊の危険性は無いか
❾ バルコニー、ベランダ等の異常は無いか
1 門扉の状態は良いか

❻ 塀や生垣等の状態は良いか
❼ ハチの巣（スズメバチ等）は無いか
❽ 雑草が生い茂っていないか
❾ 溜水に蚊が発生していないか
1 敷地内に獣類が住み着いていないか

空き家管理・耕作放棄地管理空き家管理・耕作放棄地管理

ネズミ、蟻、はえ、蚊等

雑草、枝

臭気

ごみ

倒壊、損傷

不審者

●空き家管理には、見回り調査も請けています。不具合が見つかった場合、その旨をお知ら
　せし、その対処について承ります。

●その他、買い物代行や高齢者世帯への定期的な訪問による安否確認等も行っています。

生活の「困った⁉」は、シルバー人材センターにご相談ください。

〒877-0012 日田市淡窓1丁目1-1
TEL.0973-24-7676／FAX.0973-24-1712

公益社団法人日田市シルバー人材センター

ご近所の　　に
なっていませんか？？
ご近所の　　に
なっていませんか？？

日田駅

日田労働基準監督署 日田市役所
教育センター

藤蔭高校

日田市シルバー
人材センター

企画提案方式事業、地域ニーズ対応事業、地域就業機会創出・拡大事業  実施状況
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● 公益社団法人　中津市シルバー人材センター

　当センターの主たる事業地域は、平成 17 年３月１日の中

津市及び下毛郡３町１村の合併により、新「中津市」となり

地理的には大分県北西部に位置し、東は県内有数の穀倉地帯

を形成する宇佐平野に連なり、西は山国川を挟んで福岡県東

部に、南は山岳地帯を挟んで日田及び玖珠盆地に隣接してい

る。観光面では 10 万石の城下町として栄えた中津市の「歴

史的な街並み」「福澤諭吉旧居」「中津城」などの歴史遺産と「青

の洞門」「羅漢寺」などの名所旧跡、耶馬・日田英彦山国定公園の指定をうけ、新緑と紅葉の景勝の地として全

国に知られている耶馬渓や山国川流域の自然景観など、豊富な観光資源を有している。

　また、近年は「山国のかかしワールド」「三光コスモスまつり」といった地域観光や地産品ブランドとして「中

津ハモ」の売出など積極的な観光客誘致にも取り組んでいる。平成 29 年４月 28 日には中津市・玖珠町にまた

がる広大な景勝地・耶馬溪の歴史や文化を語るストーリー「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～」

が日本遺産に認定されました。最近では東九州自動車道の全面開通などから、大分市や北九州市へのアクセス

が改善され買い物客の分散により小売業を取り巻く環境は大きく変化

しつつある。工業面では、平成 16 年 12 月にダイハツ九州㈱の操業が

開始され、関連企業の進出など、さらなる工業化への発展を遂げている。

また、地域の産業構造転換に対応するため、大分県立工科短期大学校

が開校しており、高度技術者の育成等に取り組んでいる。

　今後においては、更なる道路（中

津日田高規格道路）、中津港等の整備も進み、企業進出などにより、地域

活性化が見込まれている。

　事業の概要は、平成 26 年度の 231,849 千円をピークに減少しているが、

これは平成 27 年度より適正就業に取り組み派遣事業へ転換したためであ

る。また、平成 26 年度より市から財政面で全面的な支援を受け道路清掃

車を購入して路面清掃の職群班を結成するなかから、中津市の環境美化に貢献し、市民の皆様にも喜ばれている。

　また、公益社団法人として、毎年中津駅周辺の清掃ボランティアや夏休み親子木工教室、陶芸教室を開催し

て市内の小学生に好評を得ている。今後は、福祉・家事サービス支援事業

分野の拡大に取り組むことから、平成 30 年度には高齢者等生活支援事業

（安心して暮らせるシルバーサポートサービス事業）を立ち上げ、会員の

就業機会の拡大を図ると共に、シルバー人材センターの役割でもある、地

域社会の福祉の向上と活性化に更なる努力をして参りたいと考えている。

活動拠点紹介
所在地　中津市大字蛎瀬 1366 番地
会員数　451 名 ( 平成 30 年１月末現在 )
　　　　男性…352 名　　女性…99 名
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シルバー人材センター事業実績（契約金額）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成30年
１月

2,079,805,676 2,259,717,479 2,240,131,408 2,211,010,425

50,455,078

47,340,144 95,661,085 168,077,3852,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

派遣 請負・委任

（円）

1,925,311,240

168,351,320

派遣会員教育訓練
派遣元事業主に義務づけられている派遣労働者に対する教育訓練は、

連合会が教材を提供し、各シルバー人材センターにおいて実施して

います。平成２９年度は、教育訓練テキストを配布するとともに、

新たなＤＶＤ６種を準備し、センターに貸付、配布しました。

 ● 貸出ＤＶＤ
①職場の安全と心理学　第１巻
　ミステイク / アクションスリップ    
   職場の安全と心理学　第２巻
　記憶のミス / リスク行動 
②職場の腰痛対策ストレッチング
③食品衛生みんなで実践！安全対策
④しっかり実践！食中毒予防の 3 原則
⑤事故を起こさないための運動行動
　ドライブレコーダー映像から考える
⑥シニアドライバーの安全運転
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平成 30 年 3 月末現在

講習番号 講　　習　　名 実施地域 実施開始日 実施終了日 受講者数 修了者数 面接会
参加者数

44-001 介護職員初任者研修 大分市 H29.6.5 H29.7.31 13 13 13 

44-002 介護職員初任者研修 大分市 H29.10.16 H29.12.12 8 8 7 

44-003 介護職員初任者研修 別府市 H29.9.19 H29.11.14 8 8 8 

44-004 介護職員初任者研修 日田市 H29.8.1 H29.10.6 7 7 7 

44-005 介護職員初任者研修 佐伯市 H29.8.22 H29.10.27 7 7 7 

44-006 クリーンスタッフ養成講習 日田市 H29.11.10 H29.11.22 5 5 4 

44-007 調理スタッフ養成講習 大分市 H29.10.11 H28.10.30 15 15 15 

44-008 調理スタッフ養成講習 由布市 H29.6.19 H29.7.7 17 17 16 

44-009 調理スタッフ養成講習 別府市 H29.9.7 H29.9.29 11 11 11 

44-010 調理スタッフ養成講習 中津市 H29.9.25 H29.10.26 13 13 13 

44-011 調理スタッフ養成講習 臼杵市 H29.6.28 H29.7.27 8 8 6 

44-012 調理スタッフ養成講習 豊後大野市 H29.9.1 H29.10.6 14 14 14 

44-013 フォークリフト技能講習 中津市 H29.12.15 H28.12.22 8 8 7 

44-014 フォークリフト技能講習 豊後高田市 H29.7.21 H29.7.28 9 9 9 

44-015 ガーデン・緑地技能者養成講習 大分市 H30.2.6 H30.2.16 16 16 16 

44-016 ガーデン・緑地技能者養成講習 豊後大野市 H29.6.12 H29.6.22 16 16 16 

44-017 クリーンスタッフ養成講習 別府市 H29.10.17 H29.10.31 7 7 7 

44-018 クリーンスタッフ養成講習 佐伯市 H30.1.18 H30.1.30 6 6 5 

44-019 パソコン ( 商品管理講習 ) 宇佐市 H29.10.30 H29.11.10 8 8 7 

196 196 188

計画数 受講実績数 修了実績数

講習回数 定員数 講習回数 受講者数 講習回数 修了者数

19 285 19 196 19 196 

● 高齢者スキルアップ・就職促進事業
　厚生労働省の委託を受け「働くことができる社会」を実現

するため５５歳以上 ( ハローワーク求職者 ) の高齢者に講習

を通じて就職の機会を提供する。

平成 29 年度　高齢者スキルアップ・就職促進事業技能講習実施状況
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平成 30 年 3 月末現在

講習番号 講　　習　　名 実施地域 実施開始日 実施終了日 受講者数 修了者数

44001 育児従事者講習 大分市 H29.7.26 H29.7.26 13 13 

44002 育児従事者講習 中津市 H29.8.2 H29.8.2 10 10 

44003 育児従事者講習 佐伯市 H29.11.1 H29.11.1 19 19 

44004 育児従事者講習 臼杵市 H30.1.23 H30.1.23 14 14 

44005 育児従事者講習 国東市 H29.6.21 H29.6.21 13 13 

44006 学童保育従事者講習 大分市 H29.9.7 H29.9.7 18 18 

44007 学童保育従事者講習 日田市 H29.7.13 H29.7.13 18 18 

44008 学童保育従事者講習 宇佐市 H29.10.6 H29.10.6 17 17 

44009 学童保育従事者講習 豊後大野市 H29.8.24 H29.8.24 12 12 

44010 学童保育従事者講習 日出町 H29.12.1 H29.12.1 20 20 

44011 介護送迎運転手講習 大分市 H29.10.25 H29.10.25 14 14 

44012 介護送迎運転手講習 中津市 H29.9.13 H29.9.13 14 14 

44013 林業・木材製造支援講習 別府市 H30.2.1 H30.2.6 12 12 

44014 林業・木材製造支援講習 日田市 H29.9.19 H29.9.25 13 13 

44015 林業・木材製造支援講習 佐伯市 H29.10.10 H29.10.16 13 13 

44016 林業・木材製造支援講習 豊後高田市 H29.11.21 H29.11.27 13 13 

44017 林業・木材製造支援講習 杵築市 H29.7.4 H29.7.11 10 10 

44018 遺跡発掘講習 大分市 H29.12.12 H29.12.15 30 30 

44019 遺跡発掘講習 別府市 H29.11.7 H29.11.10 29 29 

302 302

計画数 受講実績数 修了実績数

講習回数 定員数 講習回数 受講者数 講習回数 修了者数

19 213 19 302 19 302 

● 高齢者活躍人材育成事業
　60 歳以上の高齢者に活躍の場を創出するために、必要な能

力を身につける講習。講習終了後、各市町シルバー人材セン

ター会員となり、就業を希望する人のための講習です。

平成 29 年度　高齢者活躍人材育成事業技能講習実施状況
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●平成 29 年度安全・適正就業推進大会

第１部 安全・健康祈願神事 

第２部 安全・適正就業推進大会 

 1　開会宣言 

 2　理事長挨拶 

 3　情勢報告 

（1）平成 27 年～ 28 年度傷害・賠償責任事故発生状況 

（2）平成 27 年～ 28 年度２ヵ年間の「安全標語」の
　　 作品一覧 

 4　事故事例報告 

 5　講演　「安全就業について」 
 　　公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会　　鈴木　道雄　 

 6　安全心得 10 か条 

 7　安全の誓い 

 8　閉会宣言 

●平成 29 年 7 月 6 日 ( 木 ) 武蔵保健福祉センターにて、「安全・適正就業推進大会」が会員 110 名参加の中で
　開催されました。年間災害報告、安倍事務局安全担当より事故事例報告等、安全に対する強い思いが出席者
　にひしひしと伝わりました。講演に大分県連合会シルバー事業部鈴木道雄氏による「安全適正就業について」
　の講演が行われ、指差呼称の効果など身近な活動で災害が減少する等、白板を使いユーモアを含め、解りや
　すく参考になる講演でした。最後に石川安全副委員長の「安全の誓い」で大会が終了しました。
 （シルバーだより国東　12 号より）

●理事長挨拶　　　綾部　靜男
　〈安全は事業運営の基本〉
　当センター事業は県・連合会・国東市の指導助言を受け、時代の要請に対応した事業展開を推進し、　
　高齢者が生涯にわたって、就業その他多様な社会活動に参加、公正で活力ある社会の構築に資する
　ものであり、また就業機会の提供を受けようとする会員の安全就業は事業運営の基本でもあります。
　〈実効ある安全・適正就業〉
　安全・適正就業対策についての体制整備を図るとともに、安全知識の徹底とその高揚、的確な安全・
　適正就業指導の実施等、実効ある安全・適正就業対策のための事業を行っています。

特集　公益社団法人国東市シルバー人材センター

神官：新藤芳胤会員

●調査研究事業
　県内センターの
　事業運営状況等年報

●バス後部ラツピング
　バス広告 (大分バス1台)

●チラシの配布
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本格的な超高齢化社会を迎え、国の高齢者雇用対策においても年齢
にかかわりなく働ける「生涯現役社会」の実現に向けた施策が打ち出
される中にあって、高齢者の就業ニーズの多様化、高齢者を取り巻く
雇用就業の変化等に対応したシルバー人材センターの目指すべき方向
性を示す公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会「シルバー
事業推進計画」( 中長期計画 ) の策定を行うこととしています。事業計
画期間は平成 30 年度以降 7 ヶ年としています。

● 10 月 12 日（木）11:00 から「全国シルバー人材センター普及啓発促進月間」に
 　合わせてトキハ前にて、５名体制でシルバー人材センター啓発チラシを配布しました。

● テレビ出演による普及啓発
10 月 13 日 ( 金 ) ＯＡＢ金様の鍵　テレビ出演によりシルバー人材センターをアピールしました。

平成29年10月11日（水）大分
朝日放送庭園にて収録しました

　大交セントラルビルが取り壊されることになり、大分駅南「いこいの道」に面した
場所に事務所を移転しました。ＪＲ大分駅上野の森口より徒歩 4 分、車でも大分イン
ターから 3㎞、米良インターからは宗麟大橋を通って７㎞という便利なところです。
事務室も随分明るくなりました。皆様のご来訪をお待ち申し上げます。

〒 870-0823 大分市東大道１丁目 11 番１号
　　　　　　 タンネンバウムⅢ３階
TEL.097-585-5615　FAX.097-585-5616

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

普　及　啓　発

新しい事務所に移転しました！

編
集
後
記
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( 平成 30 年１月１日現在 )

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 中尾　　薫 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 河端　宣利 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 小出　晋哉 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 関谷　明運 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 綾部　靜男 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 都甲　昌叡 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 獅々賀福生 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 吉田　正男 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 堤　　　公 日出町字八日市2458番地1 0977-75-9620

正 会 員 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 幸重　綱二 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 豊後高田市御玉114 0978-22-3100

賛助会員 国　　　東　　　市 市　長 三河　明史 国東市国東町田深280-2 0978-72-1111

賛助会員 由　　　布　　　市 市　長 相馬　尊重 由布市湯布院町川上3738番地1 0977-84-3111

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

公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会・会員名簿


