
豊後高田市　天念寺無明橋
「天念寺」は、六郷満山の中山（修行の寺）本寺の一つで、養老 2年（718 年）に仁聞菩薩が開基した
と伝えられています。その背後には岩峰群が広がっており、天念寺耶馬とも呼ばれ、古くから僧侶
たちの修行の場となっていました。「無明橋」は、天念寺耶馬の尾根に架かる幅 1.2ｍ、長さ 3.5ｍの
アーチ橋で、天念寺境内からの高さ 100ｍを超える岩場にあります。
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大分県内　観光穴場シリーズ　⑧

豊後高田市
　六郷満山は、国東半島の六つの郷（来縄郷、田染郷、伊美郷、国東郷、武蔵郷、安岐郷）に開かれた寺院群

で、学問をする「本山」、修行をする「中山」、布教をする「末山」と呼ばれる寺院が全盛期には最大で65ヶ所にあり

ました。国宝指定されていて有名な富貴寺や真木大堂（馬城山伝乗寺）もその一つです。

　天念寺の前を流れる長岩屋川の中には、巨岩に彫られた「川中不動」と呼

ばれる摩崖仏があります。中央の不動明王は高さ約3.7ｍ、両脇には高さ約

1.7mの童子を従えています。

　また、六郷満山の修行寺である無動寺は、見上げると圧倒されそうな巨大

な岩壁の前にあり、背後の岩山は景勝地として知られ、天念寺耶馬と同じよ

うに無動寺耶馬と呼ばれています。

　令和 4年 1月 14 日 ( 金 ) 全国シルバー人材センター事業協
会主催「令和 3年度安全就業指導員会議」で、大分県シルバー
人材センター連合会　鈴木事業課長兼安全適正就業推進課長が
「大分県シルバー人材センター連合会の取組み」と題して事例発
表を行いました。
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い現地参加者は当初の予
定者よりも減りましたが、後日オンライン会議として全国の方
に視聴 (令和4年1月31日～2月25日 )いただきました。

●令和3年度全国シルバー人材センター事業協会安全就業優良連合賞受賞

天念寺講堂

富貴寺

天念寺修正鬼会

真木大堂
（阿弥陀如来坐像・四天王立像）

川中不動

無動寺耶馬

全国大会で
　講演しました！連合会トピックス
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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　　江　藤　   郁

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、令和３年は、１年遅れのオリンピックイヤーであり、東京で開催されたオリンピック・

パラリンピックにおいて、日本選手団が大活躍をするなどの明るいニュースがありましたが、令

和２年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の流行が繰り返し訪れるなど、日常生活や経済

活動の大きな懸念材料になっており、シルバー人材センター事業を取り巻く環境は厳しい状況

が続いています。

また、高年齢者雇用安定法の改正により、企業において70歳までの就業確保措置の努力義

務化など高齢者が働き続ける環境が整えられてきており、センターにおいては平均入会年齢が

ほぼ70歳という状況に対応した取り組みが求められています。

さらに、令和５年10月から予定されている消費税における適格請求書等保存方式（インボイ

ス制度）の導入はシルバー人材センター事業に及ぼす影響が極めて大きいため、安定的なシル

バー事業の運営が可能となるよう特例措置を求めて全国の連合会やセンターが色々な取り組み

を進めてきたところです。

このように令和３年度は新型コロナウイルスと対峙しながら、社会の変化への対応に追われ

た年であったと言えます。

このような中、県内の会員数は令和４年１月末現在と前年同月末を比較すると100人減の

5,361人となっていますが、契約金額は請負・委任業務やシルバー派遣では令和２年度各月を

上回って推移しており、コロナ禍前の水準に戻りつつあると思っています。

超高齢社会の中で、シルバー事業は、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。

連合会としましても、ピンチをチャンスに変えるべく、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、事業の充実強化に努め、地域の担い手として役割を担っていくことが必

要と思っています。

このようなことからも、県下の各センターと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
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●理事会	 第４回　令和３年10月29日(金)　　アートホテル大分

	

 第５回　令和４年 ３月28日(月)　　オンライン理事会

● 事務局長会議	 第２回　令和３年10月22日(金)　　オンライン会議

  ⑴全国シルバー連合事務局長会議の伝達

  ⑵大分県連合会における上半期のシルバー事業実績

  ⑶インボイス制度会計・経理検討委員会報告概要

  ⑷令和3年度第1回安全・適正就業推進委員会

  ⑸派遣事業上半期の状況と課題

  ⑹高齢者活躍人材確保育成事業実施状況

 第３回　令和４年 １月25日(火)　　オンライン会議

  ⑴全国シルバー連合事務局長会議の伝達

  ⑵大分県シルバー連合12月末事業実績

  ⑶令和３年度事業の評価と令和４年度の取組み

  　・安全就業関係

  　・シルバー派遣事業関係　

  　・適正就業関係

● 連合本部幹部会議　第５回　令和３年10月19日(火)

 第６回　令和３年12月23日(木)

 第７回　令和４年 １月27日(木)

 第８回　令和４年 ３月17日(木)

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３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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大分県
商工観光労働部理事兼審議監　河野　哲郎 氏
訪問要請　　９月 29 日 ( 水 ) 

大分労働局
大分労働局長  中山　昌彦 氏    　    
訪問要請　　９月 29 日 ( 水 ) 

● 安全・適正就業推進委員会

 第１回　　令和3年10月22日(金)　　オンライン会議　

      ・安全就業上半期の状況と課題

      ・令和3年度安全就業標語最優秀作品の選考

      ・適正就業上半期の状況と課題

 【安全衛生研修会】

 第１回　　令和３年７月27日(火)　　参加者30名　　ホルトホール大分

 第２回　　令和４年２月15日(火)　　新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止

　

●シルバー人材センター事業指導

 (公社)中津市シルバー人材センター 令和４年２月３日(木)

 (一社)日出町シルバー人材センター 令和４年２月４日(金)

 (公社)別府市シルバー人材センター 令和４年２月７日(月)

 (公社)大分市シルバー人材センター 令和４年２月８日(火)

●大分県、大分労働局に対するシルバー人材センター事業への支援要請
　令和3年度公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会定時総会において『超高齢社会にチャレン

ジするシルバー人材センターの決意と支援の要望』議案が採択されました。

大分県連合会としても大分県知事並びに大分労働局長に対して支援要請を行いました。

支援要請行動支援要請行動
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大分県シルバー連合役職員研修会を令和３年11月15日(月)J:COMホルトホール大分にて開催しました。

県内14センターの理事長及び事務局長並びに連合本部幹部職員37名が参加して、シルバー人材センター運

営に関して遵守しなければならない法律だけでなく、就業等に関しての労働関係法の遵守や適正な就業形態

の確立を行い、公益法人としての事業活動を推進していく責務について学びました。

大分県シルバー連合役職員研修会大分県シルバー連合役職員研修会

令和3年度大分県シルバー連合役職員研修会次第

【開会挨拶】  公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会

   　　会長　　江 藤    郁

【講　演Ⅰ】

   　　演題　「シルバー人材センター事業に期待すること」

   　　講師　厚生労働省大分労働局職業安定部職業対策課

    　 高齢者対策担当官　　奈 良 周 幸　氏

【講　演Ⅱ】

   　　演題　「適正な労働者派遣事業の運営について」

   　　講師　厚生労働省大分労働局職業安定部需給調整事業室

    　 需給調整事業室長　　土 井 信 三  氏

【講　演Ⅲ】

   　　演題　「職場におけるハラスメントの正しい理解」

   　　講師　大分働き方改革推進支援センター

    　 相談員　　 佐 藤    彰　氏

【講　演Ⅳ】

   　　演題　「公益法人の運営と法人運営責任について」

   　　講師　大分県総務部法務室法務班

    　 課長補佐（総括）　 田 原 裕 之　氏

【講　演Ⅴ】

   　　演題　「個人情報の適正な管理について」

   　　講師　大分県総務部県政情報課情報公開班

    　 課長補佐（総括） 　久 住 真 和　氏

江藤会長

大分労働局

奈良　周幸 氏

大分働き方改革
推進支援センター　

佐藤　彰 氏

大分労働局

土井　信三 氏

大分県

田原　裕之 氏

大分県

久住　真和 氏
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安部理事長　　林香苗さん

●優秀賞
(公社)大分市シルバー人材センター 足立　節子 ゆとり持ち危険を予知して安全作業

(公社)別府市シルバー人材センター 井村　節子 金メダル無事故の君にプレゼント

(公社)中津市シルバー人材センター 和間　良美 ヒヤリ・ハットを忘れずに　作業に生かして　安全就業

(公社)日田市シルバー人材センター 髙木　初美 シルバーで　働く姿勢　金メダル

(公社)佐伯市シルバー人材センター 西本　千敏 慣れっこの　心のすきま　事故が待つ

(公社)臼津地域シルバー人材センター 川野　良治 あなたが示せシルバー魂　確かな仕事と安全作業

(公社)宇佐市シルバー人材センター 溝口　義喜 ひと手間を　惜しむ心に　事故が待つ

(公社)豊肥地域シルバー人材センター 鍋川　二敏 平穏に　明日を迎える　今日の無事故

(公社)国東市シルバー人材センター 瀬田　道子 安全は　心と時間の　ゆとりから

(公社)豊後高田市シルバー人材センター 旦部　重俊 それでいいのか　ちょっと待て　あなたが責任者‼

(公社)由布市シルバー人材センター 佐藤　達雄 朝のミーティング　うわの空では　事故のもと

(一社)杵築市シルバー人材センター 帯刀　清信 慣れる程　見直すゆとり　事故皆無

(一社)日出町シルバー人材センター 瀧澤　森雄 毎日の健康と毎日の安全作業に明日がある

(一社)玖珠町シルバー人材センター 帆足　雍一 ラジオ体操元気よく手足伸ばして準備良し

●佳作

(公社)大分市シルバー人材センター 黒木　和彦 作業手順しっかり守って安全確認
佐藤　公一 一人の目より多くの目で見て安全就業

(公社)別府市シルバー人材センター 永吉　律子 屋内とて　安心するな　熱中症
菊池　裕子 『全集中‼』気合を入れて安全作業

(公社)中津市シルバー人材センター 河野　年勝 もう一度　確認しよう　作業前の安全確認
田口　克則 チームワークで　安全就業　無災害

(公社)日田市シルバー人材センター 武末　英一 安全・安心は　心の余裕　準備から
毛利　悦子 慣れた道　左右確認　もう一度

(公社)佐伯市シルバー人材センター 松下　正則 事故ゼロ　心のゆとりと　安全確認
清松　　洋 気をつけよう　急ぎ作業は　事故のもと

(公社)臼津地域シルバー人材センター 仲町　　都 気のゆるみを正して　今日も安全に
五十川勝幸 なれ合いは　大きな事故を招くことあり

(公社)宇佐市シルバー人材センター 西中トミコ 急ぐ我　慌てる心が　事故を呼ぶ
安部イツカ 安全は　人に頼るな　任せるな

(公社)豊肥地域シルバー人材センター 佐藤　唱子 あわてるな　ゆとりを持って　安全作業
森　　里菜 手元足元　動作の前に　確認しよう　もう一度

(公社)国東市シルバー人材センター 清鶴　俊廣 大丈夫！　自信過剰が　命とり
河野　忠幸 そのヒヤリ　次に生かして　価値がある

(公社)豊後高田市シルバー人材センター 安藤　義文 シル刃ーは　ちょっとの油断で　諸手の刃
山田　高次 嘗めるな　慣れるな　手を抜くな　過信する心に　事故は潜む

(公社)由布市シルバー人材センター 江藤恵美子 気をつけて　気持ちと動き　別ものよ
小野　　篤 作業前　作業道具の　再確認

(一社)杵築市シルバー人材センター 猪俣　幸子 慌てず　急がず　安全に　シルバーの底力
菊池　豊子 深呼吸　水分補給が　身を守る

(一社)日出町シルバー人材センター 竹添　一意 いつもと違うぞ　一旦手を止め　再確認
佐藤真理子 交差点いるかも出るかも子供達

(一社)玖珠町シルバー人材センター 阿部　黎子 喜んでもらえて終ゆる一日を
原　　明徳 送り出す家族の笑顔　無事に帰って又笑顔

●最優秀賞

公益社団法人宇佐市シルバー人材センター 林　香苗

全員で　目指そう無事故の　金メダル

令和 3 年度安全就業標語
募集に県下全域より 555
作品の応募がありました。
安全就業に対する会員、そ
の家族、職員のみなさまの
思いが感じられるすばらし
い作品ばかりでした。最
優秀賞の他に県下 14 セ
ンターから優秀賞 1 作品、
佳作２作品選定し賞状と記
念品を配布しました。

最優秀賞の林さんより喜びのコメントが届きました！
　この度はとても光栄な賞を頂き、本当に嬉しく思っております。
　この標語を作った時は、東京オリンピックの真っただ中。金メダルという目標に向かって選手、スタッフ、
チーム一丸となって戦う姿に毎日感動を与えてもらっていました。
　今回の標語には、年齢や立場は関係なく、会員と職員が一丸となって無事故を目指して取り組んでいけ
たらという思いを込めて作りました。この思いが少しでも多くの人に伝わり、安全就業に繋がればいいな
と思います。みんなで金メダルを目指しましょう！

安全・適正就業「標語」 表彰作品安全・適正就業「標語」 表彰作品
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安全衛生研修会

国東市 SC　安全・適正就業委員会・除草作業

杵築市 SC　除草作業

中津市 SC　除草作業 臼津地域 SC　剪定・除草作業

臼津地域 SC　講演・伐採作業

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」
　シルバー事業は、高齢者自身の生きがいや生活の充実を図り、もって活力ある地域社会をつくりだすこと

を目的としており、このため会員の安全就業が基本となり「安全は全てに優先する」を念頭に、各センター

と連携して安全対策の徹底を図っているところです。

　また、令和３年度も新型コロナウイルスの蔓延拡大に伴い、各種安全研修会等は感染対策の観点から感染

状況を注視しながら実施しています。

　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３

年度は４センターの安全パトロールを行いました。

・令和３年  9月30日(木) (公社)中津市シルバー人材センター 剪定・除草作業 ４カ所

・令和３年10月  8日(金) (一社)杵築市シルバー人材センター 除草作業 ２カ所

・令和３年10月13日(水) (公社)国東町シルバー人材センター 除草作業 ２カ所

・令和３年11月25日(木) (公社)臼津地域シルバー人材センター 伐採・剪定・除草作業 ５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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講師　安全就業推進課長　鈴木道雄

・令和3年10月13日(水)　 (公社)国東市シルバー人材センター
　テーマ　「安全・適正就業について」〔20名参加〕　　
・令和3年11月25日(木)　 (公社)臼津地域シルバー人材センター
　テーマ　「安全就業への備え」〔13名参加〕

安全・適正就業講演安全・適正就業講演

派遣事業パンフレット派遣事業パンフレット

安全・適正就業DVD貸出中 !

　令和 2 年度から開始している「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 貸出制度に、今年度「三脚脚立及びはしご」の取

扱いに関する DVD を追加しました。貸出用の DVD は、安全管理全般、刈払い機、三脚脚立及びはしご、

伐採作業の対象別に揃えており、各センターにおける安全教育等で是非ご活用ください。

企業や会員にシルバー人材センターでの就業について周知徹

底していただくために「シルバー人材センターご利用ガイド」

を改訂増刷しました。このパンフレットは５年前に作成して

いますが、今回の改訂版は派遣法等の改正等に対応した内容

となっています。

就業前は健康チェックを
忘れずに！

新しい貸出しDVDが
追加されました！

貸出DVD追加されました！
三脚脚立及びはしご
①三脚脚立の使用前点検
②三脚脚立の啓発
③三脚脚立　ＧＭＦ　ＧＭＫ
④はしご兼脚立の啓発
⑤二連はしご　2PRO
※提供　㈱ピカコーポレーション

安全・適正就業貸出用DVD一覧
題　                  　名 時 間

蜂に注意 ( 蜂刺されに対する各種対策を説明 ) 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

つまずき防止運動・危険予知活動〔KY〕シリーズ 56 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

刈払機の正しい使い方 10 分

三脚脚立及びはしご 12 分

伐木製造作業の基本 32 分
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日出町は、大分県の北東、国東半島の南端部に位置し、総面積

73.26㎢で東は別府湾を望み、西は宇佐市、南は別府市、北は杵築市

に隣接し、別府湾沿いに南下すれば別府市を経由して約25㎞で大分市

に至ることから、大分市・別府市のベッドタウンとして発展を続けて

いる町です。

町の歴史は、明治22年(1889年)４月速

見郡日出村の区域をもって日出町が成立

し、昭和29年(1954年)３月速見郡豊岡町・大神村・川崎村・藤原村と

の新設合併を行ない改めて日出町が発足、更に昭和31年(1956年)４月

速見郡南端村の一部を編入しました。平成の大合併では、他の市町と

の合併をせずに現在に至っています。

水産物の特産品では城下かれい・鱧・ちりめん(しらす)などがあり、

農産物では紅八朔・白イボキュウリ・潮トマトなどがあります。是非一

度、これらの品々をご賞味いただきたいと思います。

また、観光スポットは多々ありますが城下公園の桜や経塚山のミヤマ

キリシマ、日本一と称される松屋寺の大蘇鉄、上村松園ほかの近代から現

代の日本画専門の二階堂美術館等々は必見の価値はあるとお勧めします。

日出町シルバー人材センターは平成23

年４月から任意団体として事業を開始しま

した。任意団体での運営を、公営的また公共的なシルバー事業の性格を

名実ともに明確にするため平成26年10月から一般社団法人として再ス

タートを切り今日に至っています。

創業10周年を迎えた現在、事業実績は年々増加してきたものの、会

員数が伸び悩みの為お客様の要望に早期の

対応が出来なかったり、現会員の高齢化により新規の就業にも影響が現

れ、就業実績が減少傾向になるのではと危惧しています。

今後は、定期入会説明会の実施、入会勧誘チラシの各戸配布の計画等

を行い、新規会員の増大を推し進め、新規顧客の要望実現や就業先開拓

に取り組んで行きたいと思います。

日出町シルバー人材センターを、基本理念『自主・自立、共働・共

助』のもと、安全就業・適正就業を推進し、会員を含めた日出町の高齢

者すべてに開かれた魅力ある組織にしたいと考えます。

所在地　速見郡日出町2458番地1
会員数　110名(令和４年２月末現在)
　　　　男性…85名　　女性…25名

●	一般社団法人日出町シルバー人材センター

活動拠点紹介活動拠点紹介

設立 10周年

城下公園の桜

城下かれい

経塚山のミヤマキリシマ

松屋寺の大蘇鉄
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連合会では、コロナウイルス感染拡大防止の観点から従来行っていた駅前でのチラシ配布等を行わ

ず、普及啓発促進月間にあわせて地元新聞（大分合同新聞）にシルバー人材センター事業に特化した広

告を2回掲載しました。大分市内を循環するバスに会員募集中！とラッピングをし、新聞の奉仕欄にも

県下のボランティア清掃活動等の記事が掲載されました。高齢者活躍人材確保育成事業においても幅広

くメディア(年間通してラジオ番組)等を活用して県内全域に周知・広報活動を行いました。

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。

普及啓発促進月間普及啓発促進月間

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）
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大分市シルバー人材センター

臼津地域シルバー人材センター

別府市シルバー人材センター

日田市シルバー人材センター

中津市シルバー人材センター

臼津地域内の3事業所ご
とに、普及啓発と親睦を
目的として、総勢136名
が参加して、多くの市民
が利用する公共施設３カ
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。

センターの普及啓発活動状況

秋晴の好天のもと24の地域班ごとに普及啓発活動を行
い、清掃等のボランティア活動には128名の会員が参加
し、楽しみながら活動を行いました。

また、運動不足解消のためノルディック教室を初開催し
た地区老人会に、選ぶのも付けるのも楽しくなるようなサ
イズやデザインを多数用意し、洗って使える布製マスクを
教室生に寄贈させていただきました。

中津駅周辺のボランティア清掃活動をコロナ禍の為参加
人数を制限して、会員・役職員合わせて47名で行いまし
た。また、今年度も「門松作り講習会」を開催し、幸せや
健康長寿を願い作成した門松は、中津市役所、中津商工会
議所、JR中津駅、中津市民病院に寄贈しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、例年参加して
いました別府市福祉祭りの中止、ボランティア活動が中止
となりました。しかし、こんな時だからこそ人とのつなが
り、かかわりを大切にしたいという別府市社会福祉協議会
による　コロナに負けるな！「福祉団体リレー動画」に参加
しYouTubeにて普及啓発活動を行いました。

今年度は初の試みで、入会説明会とイベントを同時開催
しました。10月「ハーバリウム教室」、12月「カラーコー
ディネート講座」を開催し14名の参加いただき、3名の入
会に繋がりました。11月大分駅前「いこいの道ボランティ
ア清掃」には会員、職員総勢107名が参加しました。12月
J:COMホルトホール大分にて10名の会員による「手作り販
売会」が行われ、延べ600名の来場がありました。

佐伯市シルバー人材センター

今年度も普及啓発月間の老人福祉施設慰問は、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。佐伯市総
合福祉センター「和楽」周辺の清掃ボランティアを普及啓発
強化月間にあわせて理事・監事の皆さんと行いました。

清掃ボランティア毎日新聞に掲載されました！清掃ボランティア毎日新聞に掲載されました！

社会福祉法人別府市社会
福祉協議会のホームペー
ジから視聴できます。

臼杵事務所 津久見事務所

野津支所
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豊肥地域シルバー人材センター

杵築市シルバー人材センター

宇佐市シルバー人材センター

国東市シルバー人材センター 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

今年度の清掃ボランティアは、杵築市海浜公園の除草作
業を草刈班中心に行い、作業中は事務局職員が会員募集の
チラシ等を配布し、普及啓発活動を実施しました。

由布市シルバー人材センター

竹田市・豊後大野市の両市で、親睦と普及啓発を目的
に、会員127名が参加して、多くの市民が利用する公共施
設や小学校の草刈り、剪定作業のボランティア清掃を行い
ました。

日出町シルバー人材センター

今年もコロナウイルス感染拡大防止の観点から、シル
バーフェアは開催できませんでしたが、初めて市民文化祭
の工芸の部に参加させてもらい、シルバーのPRをしまし
た。役職員で90カ所の企業訪問活動をし、発注の依頼をお
願いしました。

4地区で112名の会員が参加して公共施設周辺の清掃ボ
ランティア活動を行いました。また、25名の会員が道の駅
やJA（年金支給日）でシルバー旗を掲げてチラシやティッ
シュを配布し普及啓発活動を行いました。

日出町所有の駐車場の除草作業ボランティア活動を行い
ました。町役場の職員や郵便局の方々が有償で利用されて
います。

毎年恒例、秋の奉仕作業を行いました。蒸気機関車が展
示中の「豊後森機関庫公園」の作業では、観覧のお客様に
"ありがとう！お疲れさま"と感謝の言葉を頂きました。
この他に、剪定班は「わらべの館図書館」で、伐採班は

「なかよし公園」で剪定や枝切りの作業を行いました。

「地域貢献・普及啓発」の一環として剪定・草取り作業の
ボランティア活動を毎年行っています。令和3年度も由布市
役所庄内庁舎、挾間中学校のボランティア清掃を行いまし
た。地域に貢献できる取り組みとして今後も続けていきた
いと思います。

毎年恒例となっているボランティア活動として中央公園
と昭和の町のごみ・缶拾いをしました。また、会員募集の
新聞の新聞折込チラシも入れ、普及啓発活動に取り組みま
した。
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技能講習

セミナー

就業体験

●広報実施状況
テレビCM3社、OBSラジオ（4月～12月）、新聞広告4社、商店街ディスプレイ広告などメディ

アを通じて会員募集及びシルバー事業のPRを行いました。また、講習会・セミナー開催の都度、各
自治体広報誌、新聞折込、ケーブルTVなどを活用して参加者を募集しました。OBSラジオ・トピッ
カーによる就業体験・セミナー会場からの生放送（2回）で事業PRを行いました。

●高齢者活躍人材確保育成事業推進連絡会議
令和4年2月10日(木)トキハ会館において、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3年度の事業実施状況、令和4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。
【議事】

⑴令和3年度事業実施状況(好事例を含む)について
⑵令和3年度広報実績及び令和4年度事業実施計画について
⑶意見交換・その他

●講演活動
下記4回のセミナーで六田受託事業推進課長が「シルバー

人材センター事業について」講演しました。
令和3年  9月28日   職業生活設計セミナー
令和3年11月24日　外部企業向けセミナー　
令和3年11月29日　職業生活設計セミナー　
令和4年  3月16日　職業生活設計セミナー

高齢者活躍人材確保育成事業　活動の様子高齢者活躍人材確保育成事業　活動の様子

刈払機取扱安全講習

御朱印帳作成の就業体験会 洗車業務就業体験会

保育園就業体験会

ソフトエアロビクスセミナーマスク着用時のメイクアップセミナー

脳体ジムではじめる健康づくりセミナー「働き方改革」とシルバー人材活用セミナー

ケーブル TV 取材（日田） トピッカー 1（宇佐） ラジオ収録（大分） トピッカー 2（佐伯）

食料品（味噌）製造就業体験会

樹木の剪定技能講習

ハウスクリーニング講習
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令和3年12月、厚生労働省から2019年の健康寿命が公表されました。健康寿命とは、「健康上
の問題なく日常生活が制限されずに生活できる期間」のことで、言わば健康で暮らせる期間とな
ります。

公表結果では、大分県の健康寿命は、男性が73.72歳、女性が76.60歳となっており、県別順位
で男性が1位、女性も4位と、健康寿命日本一を目標とする大分県の取り組みが着実に成果を上げ
ているようです。

また、県内ハローワークにおける高年齢者の職業紹介状況を見ると、近年、55歳以上65歳未満
の求職者と就職件数は減少していますが、65歳以上の求職者と就職件数は年々増加してます。

このように、健康寿命が延びることで高齢者の就業できる期間が長くなり、働く意欲の高い高
齢者も増加していますので、シルバー人材センターを積極的に周知PRし会員の確保に結び付けて
いく必要があると考えています。

編
集
後
記

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 学童保育従事者講習 玖珠町 R3.7.29 R3.7.30 9 9

2 44-002 育児・保育従事者講習 大分市 R3.6.16 R3.6.17 13 13

3 44-003 調理補助講習 別府市 R3.6.21 R3.6.23 9 8

4 44-004 樹木の剪定技能講習 中津市 R3.8.30 R3.8.31 10 10

5 44-005 刈払機取扱安全講習 国東市 R3.9.13 R3.9.14 9 7

6 44-006 ハウスクリーニング講習 由布市 R3.9.9 R3.9.10 10 9

7 44-007 刈払機取扱安全講習 日田市 R3.9.28 R3.9.29 19 19

8 44-008 刈払機取扱安全講習 豊後大野市 R3.10.7 R3.10.8 20 20

9 44-009 ハウスクリーニング講習 臼杵市 R3.10.18 R3.10.19 10 10

10 44-010 刈払機取扱安全講習 別府市 R3.11.9 R3.11.10 18 17

11 44-011 樹木の剪定技能講習 佐伯市 R4.1.24 R4.1.25 12 12

高
齢
者
対
象

就
業
体
験

12 44-020 洗車業務就業体験 大分市 R3.11.17 R3.11.17 5 5

13 44-021 御朱印帳製作就業体験 宇佐市 R3.12.1 R3.12.1 7 7

企
業
対
象

就
業
体
験

14 44-030 保育就業体験 日田市 R3.11.17 R3.11.17 3 3

15 44-031 食料品（味噌）製造就業体験 臼杵市 R4.1.27 R4.1.27 3 3

合計 157 152

				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

18 189 15 157 15 152

●	高齢者活躍人材確保育成事業
地域におけるサービス業等の人手不足分野

や育児・介護等の現役世代を支える分野での
高齢者の就業を推進するため、技能講習、就
業体験、セミナーなどを行うことによって、
シルバー人材センターの新規会員や新たな活
用企業を増加させることを目的としています。
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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 江藤　　郁 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 別府市亀川浜田町12-4 0977-78-2200

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 高倉　啓彰 中津市大字蛎瀬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 臼杵市大字板知屋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 宇佐市大字四日市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 佐保　孝治 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 土居　昌弘 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

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・会員名簿簿
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