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公益社団法人福岡県シルバー人材センター連合会 

平成２９年度 事 業 報 告 
 

Ⅰ 概要 

  一昨年には熊本地震、昨年は九州北部豪雨と九州地区では天災が続いた。 

特に、九州北部豪雨では、被害の大きかった朝倉市において、多くのセンター職員や

会員の皆様が被災され、未だに不自由な生活を余儀なくされているとのことである。 

公益社団法人福岡県シルバー人材センター連合会（以下「連合会」という。）では、

県内のシルバー人材センター（以下「センター」という。）をはじめ、多くの方々から

のご厚意により集まった義援金を、朝倉市役所及び公益社団法人朝倉市シルバー人材セ

ンターへ贈呈することができた。 

被災された皆様が、一日も早く平穏な日常を取り戻せることをお祈りする。 

さて、平成２９年度の事業実績を見ると、請負・委託事業の契約金額はここ数年若干

減少気味ではあるが、労働者派遣事業はこの２年で倍増しており、その結果、合計の契

約金額は増加した。 

しかしながら、会員数については減少傾向にあり、仕事の需要はあるものの会員不足

により就業が出来ず、その結果、契約金額が伸び悩む要因にもなっている。会員拡大に

ついては、喫緊の課題として、連合会とセンターが緊密な連携を図りながら、増加に向

けた取り組みを進めていく必要がある。 

  一方、介護保険法の改正による「介護予防・日常生活支援総合事業」がスタートした

ことに伴い、厚生労働省からの委託事業「高齢者活躍人材育成事業」により開催した介

護・家事援助講習会を活用し、自治体から「訪問型介護サービス」を受託したセンター

もあり、今後、新たな就業分野に拡大していくことが見込まれる。 

また、例年最重要課題として取り組んでいる安全就業対策については、福岡労働局職

業安定部及び福岡県福祉労働部の指導を得ながら、年８回のパトロール、２回の抜き打

ちパトロール及び３回の臨時パトロール等を実施した。しかしながら、請負・委託にお

ける傷害・賠償事故件数は微減してはいるものの、派遣での労災事故は増加し、事故件

数の合計では昨年同様となり、加えて、重篤事故が５件発生しており（平成２８年度は

０件）、平成３０年度に向けた大きな課題となった。 

これらの事業運営に当たっては、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会（以

下「全シ協」という。）と緊密な連携を図りながら、シルバー人材センター事業（以下

「シルバー事業」という。）の推進に努めた。 

 

以下、実施した事業について報告する。 

 

Ⅱ 事業 

 一 雇用によらない臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係わる就業機会 

の確保や社会参加活動のための支援（公益目的事業） 
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［就業開拓提供等事業］ 

（１）受託事業（一般） 

    請負・委任による就業について、関係法令等に準じた業務運営の推進及び高齢者 

の就業開拓の活動支援を行った。 

（２）受託事業（業務委託） 

    高齢者の就業機会を確保するため、地域活性化に役立つ情報の収集及び提供を行 

   った。 

（３）独自事業 

    高齢者の就業機会の拡大を図るため、地域独特の事業の創出について実施センタ

ーへの相談・助言等を行った。 

 

二 雇用による臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係わる就業機会の確保 

・提供事業（公益目的事業） 

（１）職業紹介事業 

    センターを通して就職を希望する高齢者に対して必要な情報の提供、相談・助言 

等を行い、職業紹介事業を実施した。 

（２）シルバー派遣事業 

    シルバー労働者派遣事業について、実施センターと連携・協力し、会員の派遣に 

ついて円滑な就業の推進を図り、臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務の

就業の範囲において、派遣労働を希望する高齢者を対象に登録を推奨し、労働者派

遣法に基づき、シルバー派遣事業を実施した。 

（３）雇用・就業の促進 

    県内の一般高齢者が希望する職種に就職・就業できるように、ハローワーク及び

事業主団体等と連携し、講習会を開催、雇用による就業を推進した。 

 

三 高齢者の就業機会の確保や社会参加活動を発展・拡充するため、普及啓発事業等及

び情報の提供、安全・適正就業事業、研修・講習事業、指導・助言等事業、調査研究

事業を実施する。（公益目的事業） 

１ 普及啓発事業 

   シルバー基本理念のもと事業の発展と拡充を目指し、シルバー事業を一般に幅広く 

広報し、会員の就業機会の確保及び新規会員募集等について周知・広報した。 

２ 安全・適正就業推進事業 

   安全・適正就業対策委員会を設置し、安全就業の徹底を行い、安全意識を徹底する 

ための指導・相談を実施した。また、適正就業については、高齢法で定める就業の範 

囲を指導し、指導・相談業務等を通して就業の適正化に努めた。 
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３ 指導・相談事業 

   公益活動を行っている連合会及びセンターの業務執行・法人管理及び財産運用につ 

いては、関係法令に基づく事業運営が求められており、福岡労働局・福岡県・公認会 

計士及び連合会職員により実地検査等を実施し、運営上の諸課題等について助言・指

導・相談を行った。また随時、面談及び電話により、業務・会計に関する相談業務を

行った。 

４ 研修・講習等事業 

シルバー事業を取り巻く社会環境の変化に伴い、多様化する高齢者の就業ニーズ及 

び地域ニーズに対応するため人材の育成を目的とした講習会、介護関連研修の開催及 

び子育て・福祉・家事援助サービス事業を拡充するための研修会を開催した。 

５ 調査研究事業 

   センター事業の統計及び高齢者の社会参加活動等に関する情報を収集し、活用した。 

 

Ⅲ 個別実施事業 

１ 普及啓発活動 

（１）広報活動 

     新聞・ラジオ・テレビ等マスコミを活用して、会員活動の紹介、事業内容の提供、

シルバー事業の周知を図った。 

  ① 連合会事業活動の周知徹底を図った。 

・機関誌「シルバー連合ふくおか」の発行 

１０月発行（４０号）２６，０００部作成、会員、関係各所に配布 

１月号発行（４１号）２６，５００部作成、会員、関係各所に配布 

・ホームページ、Facebook を活用した事業啓発 

② 全国シルバー人材センター事業普及啓発促進月間を活用し広報活動を実施した。 

    ・連合会長・センター理事長連名による支援要請の作成・配付した。 

     １０月１９日（木） 福岡県知事、県議会議長に連合会要請文提出 

     ・シルバーフェスティバル２０１７開催 

     １０月２１日（土）～２２日（日） 

     ＲＫＢラジオまつりと共催、参加センターの協力により、シルバー事業の普及啓 

発、会員作品等展示・販売、高齢者活躍人材育成事業講習案内・高齢者雇用・就業 

相談、子育てマイスター事業の広報等実施 

   ＜参加センター＞ 

福岡市ＳＣ、大牟田市ＳＣ、筑紫野市ＳＣ、大川市ＳＣ、糸島市ＳＣ、朝倉市ＳＣ 

直方市ＳＣ、柳川市ＳＣ、嘉麻・桂川広域ＳＣ、うきは市ＳＣ、須惠町ＳＣ 

     ③ 仕事の受注、会員の募集、センター会員の活動状況及び研修・講習等の情報を幅

広く一般へ広報した。 

・センターのホームページ活用の推進 
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・ラジオによる会員募集等ＣＭを放送 

平成２９年９月～３０年１月（月４０本） 

・各種イベントへの協賛による会員募集や事業案内等実施 

ＴＮＣオトナＬＩＦＥフェスタ、ＫＢＣラジオ水と緑のキャンペーン等における

テレビ、ラジオを利用した広報活動、イベント参加者へのチラシ配布等実施 

    ・高齢者向けイベントブース参加によるシルバー事業啓発 

九州・山口７０歳現役社会推進大会 福岡県大会 

     平成２９年１１月２７日（月）ホテルオークラ福岡 

      アラカンフェスタ：アクティブシニア仕事合同説明会 

     平成３０年 ３月２４日（土）福岡国際会議場 

・イベント出展による女性会員募集強化活動を実施 

 セカンドライフＨＡＰＰＹフェスタ 

平成３０年 ３月３１日（土） 天神エルガーラホール 

   ④ 労働者派遣事業の周知・広報 

    ・シルバー派遣事業啓発リーフレットの作成・配布 

⑤ 福岡県高齢者子育て支援推進事業の普及啓発活動を推進した。 

・福岡県「７０歳現役応援センター」と連携、シルバー事業及び福岡県高齢者子育

て支援推進事業（以下「県子育て支援事業」という。）を幅広い層へ広報、ボラ

ンティア活動や就職及び就業等社会参加の場を開拓した。 

・子育てマイスター認定研修会開催案内等のチラシの作成・配布 

５，０００部作成 各ＳＣ及び市町村、関係各所へ配布 

・子育てマイスター事業の関係機関を訪問、周知・広報 

   ⑥ 福岡県７０歳現役応援センター事業（介護を学ぶセミナー）の啓発活動を行った。 

    ・介護を学ぶセミナー開催案内等チラシ作製・配布 

     ６，０００部作成 各ＳＣ及び関係各所へ配布 

    ・受講者募集活動、周知・広報 

    ⑦ 高齢者活躍人材育成事業の啓発活動を行った。 

    ・技能講習開催案内等リーフレット・チラシの作成・配布 

     講習会案内チラシ４０，０００部作成 各ＳＣ及び関係各所へ配布 

    ・技能講習受講者募集活動、周知・広報 

⑧ 公益活動に係る寄附金募集の啓発 

  １件：一般社団法人福岡経営者労働福祉協会から寄附金受理 

⑨ 「故郷・家族、心をつなぐ真心サービス」の普及啓発活動を行った。 

・「親孝行代行サービス」「親心応援サービス」「空き家・墓地管理サービス」を

統合した当該事業の内容・提供について、ホームページ・ラジオ・リーフレット等

を活用し、福岡県関係者に周知した。 

・各種イベントへの協賛 

（ＴＮＣオトナＬＩＦＥフェスタ、ＫＢＣラジオ水と緑のキャンペーン等） 

・ラジオＣＭの放送等による周知活動の実施 
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（９月４０本のＣＭ放送（うち約１３本）及び年末里帰りＵターン交通情報内

にて真心サービスＣＭを２０本放送等） 

・福岡県内４１２私立幼稚園家庭へ配布する情報誌「ＴＯＴ（トット）プレス」 

にて広告掲載（６８，５００部） 

（２）社会参加活動の推進 

① 各地域でのボランティア活動を推進した。 

② 子育てマイスターのグループ化を促進し、会員や子育てマイスターの知恵と経験

を生かした子育て支援活動を推進した。 

③ 各自治体及び地域高齢者団体等が行うセミナーや講習・研修会などを情報提供

し、地域で取組む社会参加活動を支援した。 

（３）地域交流活動 

・市町村、社会福祉協議会、ファミリーサポートセンター、保育所、ＮＰＯ等と連

携を図り県内全地域へ交流活動の輪を広げた。 

・県の商工会、団体中央会・同友会及び福岡商工会議所等と連携を深め、セミナー 

等へ参加、経済産業界と交流し就業の場を拡大した。    

（４）独自事業  

     センター事業の活性化を目指し、会員の豊富な経験・知識を活用し、地域の特性を 

生かした事業の創出を支援した。 

   ① 実施センターへの助言・相談等の支援 

   ② 全国のシルバー人材センターの独自事業について情報の収集・提供 

   ③ 県内センターが実施している地域の特性を生かした事業の紹介 

 

２ 安全・適正就業推進事業 

（１）安全就業の周知・徹底 

     「安全は全てに優先する」就業会員の安全意識の高揚を図り、事故のない安全な 

就業の徹底を目指し、現場パトロール等を強化した。 

① 安全・適正就業対策委員会の開催        

・安全就業基本計画、年間実施計画の策定、事故分析、改善策を検討した。 

 第１回 平成２９年 ４月２１日（金） 県中小企業振興センター 

 第２回 平成２９年 ６月１６日（金）     〃 

 臨時  平成２９年 ６月３０日（金）     〃 

 臨時  平成２９年 ７月２５日（火）     〃 

 第３回 平成３０年 ３月１３日（火）     〃 

    ② 安全・適正就業パトロールの実施、改善指導      

     平成２９年 ７月１９日（水） 太宰府市ＳＣ 

     平成２９年 ８月 ２日（水） 中間市ＳＣ 

     平成２９年 ８月２３日（水） 飯塚市ＳＣ 

     平成２９年 ９月 ６日（水） みやま市ＳＣ 

         平成２９年 ９月２０日（水） 宗像市ＳＣ 
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         平成２９年１０月 ４日（水） 築上町ＳＣ 

         平成２９年１０月１８日（水） 朝倉市ＳＣ 

         平成２９年１１月 １日（水） 粕屋町ＳＣ 

      ・安全・適正就業対策委員会による就業現場抜打ちパトロールの実施 

     平成２９年１０月２４日（火） 北九州市ＳＣ 

         平成２９年１１月１７日（金） 遠賀町ＳＣ 

・重大事故発生時の緊急パトロール、現場検証の実施（発生時、適時） 

 平成２９年 ４月 ３日（月） 大川市ＳＣ 

 平成２９年 ６月１３日（火） 北九州市ＳＣ 

 平成３０年 １月１８日（木） 岡垣町ＳＣ 

    ③ 安全就業促進大会の開催             

     平成２９年 ８月３１日（木） 福岡市立東市民センター 

     出席者３８１名（安全対策委員を含む） 

     ※平成２９年度 安全標語の入賞作品８点の表彰 

      最優秀賞作品 【気を抜くな 慣れた作業に ひそむ事故】 

      公益社団法人大野城市シルバー人材センター 大和 國宏 氏 

     ※平成２９年度 安全就業優良センター８センターの表彰 

      古賀市ＳＣ・志免町ＳＣ・篠栗町ＳＣ・みやこ町ＳＣ 

      飯塚市ＳＣ・田川地区ＳＣ・久留米市ＳＣ・筑前町ＳＣ 

（２）適正就業の徹底 

     ① 安全・適正就業推進員研修会               

     平成３０年 ２月２７日（火） 県中小企業振興センター ６３名 

    ② 適正就業の相談、助言、指導 （適時実施） 

・来訪、個別訪問、電話等による相談・助言、指導の実施 

③ 県内各ブロックの安全・適正就業に関する研修・講習等の支援 

    ・各ブロックの要請に基づき、研修、講習会等を支援する 

     平成３０年 ３月 ８日（木）  大刀洗地区全体会議  ６８名 

小郡大刀洗広域ＳＣ大刀洗出張所      

      

３ シルバー派遣事業の実施 

  事業実績 

就業実人員 就業延人員 契約金額 

2,689 人 218,347 人日 964,254,633 円 

 

（１）シルバー派遣事業の積極的な推進 

   ① シルバー派遣事業に関する情報の収集及び提供 

     連合会主催の研修及び会議等の開催時に情報提供 

   ② センターに対し必要な指導・相談及び研修会の開催 
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     全シ協等が実施する派遣元責任者講習の受講促進   

    平成２９年１２月 ８日（金） 県中小企業振興センター 

③ 就業上の諸問題について、労働局の支援のもと相談・指導等及び研修会の開催 

         派遣業務意見交換会開催時、指導事項等報告 

（２）シルバー派遣事業運営体制の構築・強化 

  ① 派遣業務意見交換会                 

    平成３０年 ３月１２日（月）、１９日（月） 県中小企業振興センター 

４グループに分け午前・午後の４回開催    計４９名参加 

  ② 派遣事業に関する研修会                

    平成２９年 ４月１１日（火） 新派遣システム説明会 

    県中小企業振興センター ７３名 

    平成２９年 ７月２６日（木） 派遣システムおよび新連合システム説明会 

    ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ博多駅前 ６７名 

（３）雇用就業の促進  

   ① 労働局主催の会議等の情報の収集、提供 

   ② 地域高齢者対象講習会の実施  

 

４ 有料職業紹介事業の実施 

事業実績 

常用就職件数 臨時就職件数 日雇就職延数 就業実人員 契約金額 

  7 件  70 人日 18 人日     20人 204,046 円 

   （人材紹介：福岡市・筑紫野市・福津市・中間市・春日市） 

    ① 関係行政機関との情報の交換及び連絡会議等への出席 

     福岡労働局が主催する「シルバー人材センター事業推進会議」等を活用、関係

する行政機関の情報収集及び交換 

    ② 各センターへの必要な指導・相談 

      有料職業紹介事業への理解と適正な運営について、高齢者の雇用・就業などに

関する指導・相談等を行った。 

 

５ 指導・相談事業 

  (１)  指導・相談業務の実施 

     事業運営上の諸課題、適正な会計処理等について適切な指導・助言等を行った。 

① センター事業の進捗状況等について情報収集・提供 

    ② 専門家（公認会計士・弁護士）と業務提携し、センターの法人運営・労務管理

・会計・業務等の処理について相談業務の実施・指導 

    ③ 公認会計士・福岡労働局・福岡県・連合会合同の会計・業務指導・相談の実施 

・個別訪問                                  

（相談内容）法人運営、労務管理、会計処理・業務全般、財務状態の実地検査等 
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 平成２９年 ９月 ７日（木）嘉麻・桂川広域ＳＣ センター会議室 

 平成２９年 ９月１４日（木）豊前・上毛ＳＣ      〃 

 平成２９年 ９月２６日（火）粕屋町ＳＣ        〃 

 平成２９年１０月３０日（月）北九州市ＳＣ       〃 

 平成２９年１１月 ２日（木）みやこ町ＳＣ       〃 

 平成２９年１１月１４日（火）志免町ＳＣ        〃 

 平成２９年１１月２８日（火）遠賀町ＳＣ        〃 

 平成２９年１２月 ５日（火）宗像市ＳＣ        〃 

 平成２９年１２月１２日（火）筑前町ＳＣ        〃 

 平成２９年１２月２０日（水）小郡大刀洗広域ＳＣ    〃 

平成３０年 １月１２日（金）福津市ＳＣ        〃 

 平成３０年 １月１６日（火）うきは市ＳＣ       〃 

平成３０年 １月３０日（火）久留米市ＳＣ       〃 

 平成３０年 ２月 ５日（月）うきは市ＳＣ       〃 

 平成３０年 ２月 ６日（火）大木町ＳＣ        〃 

④ 全シ協指導員（連合会事務局長兼任）の個別指導の実施 

 平成２９年１１月 ２日（木）みやこ町ＳＣ    センター会議室 

 平成２９年１１月１４日（火）志免町ＳＣ        〃 

 平成２９年１１月２８日（火）遠賀町ＳＣ        〃 

 平成２９年１２月 ５日（火）宗像市ＳＣ        〃 

 平成２９年１２月１２日（火）筑前町ＳＣ        〃 

 平成３０年 １月１９日（金）福津市ＳＣ        〃 

 平成３０年 １月１６日（火）うきは市ＳＣ       〃 

 平成３０年 １月３０日（火）粕屋町ＳＣ        〃 

⑤ 適正な事業運営についての相談・助言、指導 

  平成２９年１０月２３日（月）豊前・上毛ＳＣ   センター会議室 

       １２月 １日（金）豊前・上毛ＳＣ      〃 

 平成２９年１２月２６日（火）築上町ＳＣ        〃 

  ⑥ 公認会計士による決算書類点検及び指摘事項報告書作成 

      公益社団法人センターの平成２８年度決算書類の内容を精査、検証結果報告書 

    を総務・会計担当職員研修会及び個別指導・相談等に活用した。 

（２）就業相談及び入会説明会への支援 

     ① センター会員及び一般高齢者を対象に来訪や電話等による就業、就職及び社会 

参加活動等について随時、相談・助言 

② 福岡県７０歳現役応援センター内に「センター相談窓口」及び「ふくおか子育て

マイスター相談窓口」を設置、子育てマイスター活動支援員を配置し、来訪者及び

電話等での相談に対応、研修会の案内、受講申込み説明、受付等を行った。 

○シルバー人材センター事業に関する相談窓口 毎週火曜日  １０時～１６時 

○ふくおか子育てマイスター相談窓口     毎週月・水曜日１０時～１６時 
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（３）各地域(ブロック)への情報の提供及び相談・指導 

     県内各ブロック協議会へ研修活動経費の支援、シルバー事業の適正な運営を図る 

ため、連合会職員を派遣、相談・助言及び指導等を実施した。 

・県内４ブロック協議会の研修活動等に対する支援 

 平成２９年１０月２０日（金）糟屋・宗像地区ブロック会議 

 ＫＩＴＴＥ博多会議室      １６名 

 平成２９年１２月１５日（金）筑紫・糸島地区業務職員研修会 

 筑紫野市ＳＣ センター会議室  １３名  

平成３０年 ２月 ８日（木）筑後ブロック会計担当職員研修会 

大牟田市ＳＣ センター会議室  １７名 

平成３０年 ２月１０日（土）北九州ブロック職員研修会 

築上町コミュニティーセンター  ５５名 

平成３０年 ２月１５日（木）筑豊ブロック会計担当職員研修会 

田川地区ＳＣ センター会議室   ８名   

平成３０年 ２月２３日（金）筑後ブロック業務担当職員研修会 

大川市ＳＣ  センター会議室  １９名 

平成３０年 ３月 ９日（金）京築地区総務・経理実務研修会 

行橋市はーとプラザとはや     ６名 

    ・研修支援 

     平成２９年 ６月２９日（木）会員リーダー研修会 

筑紫野市生涯学習センター    ６０名 

 

６ 未設置町村へのセンター設置の推進 

県内未設置６町村に対する高齢者の就業活動促進のため、各町村を訪問、センターの 

設置、要請 

 ・センター設置要請、（参考事例）県内センターの活動状況の提供 

 ・全国のセンターの活動情報の提供 

 

７ 研修・講習等事業 

（１）技能講習等事業 

厚生労働省の委託事業である「高齢者活躍人材育成事業」を受託し、女性の活躍

を下支えする育児支援分野や、人手不足分野等における派遣事業の受注拡大、会員

数の拡大を図るため、シルバー人材センター会員及び地域高齢者を対象とした、技

能講習事業を行った。また、福岡県７０歳現役応援センター事業の委託事業である

「福岡県７０歳現役応援センター事業（介護を学ぶセミナー）」を受託し、介護施

設等で就労等を希望する地域高齢者を対象に、介護に関する基礎知識を学ぶセミナ

ーを行った。 

（ア）事前検討会議の開催               

事業の趣旨説明、地域ニーズを踏まえた講習内容、開催時期を検討するため、県 
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内全センター事務局長、派遣事業担当者を対象とした事前検討会を行った。 

     平成２９年 ４月１１日（火）平成２９年度事業説明会(事前検討会議) 

県中小企業振興センター   ７２名 

  （イ）技能講習会の開催（高齢者活躍人材育成事業） 

   ① 講習科目                   （１２科目） 

    ・クリーンスタッフ、パソコン中級、安全運転、介護・家事援助 

介護支援、子育て支援、学童保育、刈払機、調理補助、店舗スタッフ 

農業支援、緑地管理 

   ② 講習回数               計 ５１回 

   ③ 講習定員               計７６５人 

   ④ 講習開始者数（目標５０２人以上）   計８４０人 

 ⑤ 講習修了者数             計８３３人 

 

〈講習会実施結果〉 

 

 

講 習 名 
予定回数

（回） 

開催数

（回） 

受講開始者数

（人） 

修了者数

（人） 

介護・家事援助 ３ ３ ２８ ２８ 

介護支援 ６ ６ ９７ ９７ 

子育て支援  ２ ２ ３２ ３２ 

学童保育 ３ ３ ６２ ６２ 

調理補助 ５ ５ ９２ ９０ 

クリーンスタッフ ４ ４ ５１ ５１ 

店舗スタッフ ４ ４ ４６ ４５ 

農業支援 ２ ２ ２５ ２５ 

緑地管理 ６ ６ １３３ １３０ 

刈払機 １２ １２ ２２３ ２２２ 

安全運転 ２ ２ ２１ ２１ 

パソコン中級ワード １ １ １５ １５ 

パソコン中級エクセル １ １ １５ １５ 

合 計 ５１ ５１ ８４０ ８３３ 
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（ウ）介護を学ぶセミナーの開催（福岡県７０歳現役応援センター事業） 

   ① 講習内容 

     座学（介護の基本、認知症対応等）及び施設見学（２日間） 

   ② 開催回数    （県内４ブロック、１回以上） 

   ③ 参加人数    （延べ８０人程度） 

    第１回筑豊地域（飯塚市）     

平成２９年１０月１７日（火）、１８日（金） １６名 

イイヅカコミュニティセンター・特別養護老人ホーム 太陽の郷 

第２回筑後地域（久留米市）    

 平成２９年１１月２９日（水）、３０日（木） １４名 

サンライフ久留米・特別養護老人ホーム 光寿苑 

     第３回福岡地域（福岡市）     

平成３０年 １月２５日（木）、２６日（金） ２８名 

リファレンス駅東ビル・特別養護老人ホーム シティケア博多 

第４回北九州地域（北九州市）   

平成３０年 ３月 ６日（火）、 ７日（水） １９名 

北九州市シルバー人材センター・特別養護老人ホーム ひだまり 

（２）研修・講習事業 

  （ア）センター役職員や実務担当職員を対象に、適正なシルバー事業の実施について情 

報を提供するとともに、会員の就業機会拡大、職員の資質向上を目指して研修・講 

習会を実施した。 

① 役職員研修会の開催                

平成２９年 ６月２０日（火）『高齢者就業と安全管理、適切な事故対応』 

ホテルサンライン福岡博多駅前  ９４名 

② 職員研修会                         

 平成３０年 ３月 ２日（金） 総務・会計担当職員研修会 

 県中小企業振興センター ７７名 

（イ）福祉・家事援助サービス、子育て支援事業は、地域ニーズにマッチした活動で地

域活性化に寄与する取組みを推進した。 

① 子育てマイスター認定研修等の実施 

 ・ふくおか子育てマイスター認定研修会の開催  

   第１回 春日市会場（クローバープラザ） 

   平成２９年 ９月２６日～１０月２６日  うち７日間 ４２名   

 第２回 飯塚市会場（イイヅカコミュニティセンター） 

   平成２９年１０月３１日～１１月２８日  うち７日間 ３２名 

 第３回 久留米市会場（えーるピア久留米） 

   平成２９年１２月 ４日～１２月２２日  うち７日間 ２４名 

 第４回 北九州市会場（コムシティ） 

   平成３０年 １月 ９日～ ２月 ２日  うち７日間 ２９名 
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 ・フォローアップ研修会の開催   

 1 平成２９年 ８月３１日（木）「親子ふれあい講座」ふくふくプラザ（福岡市） 

   子育てマイスター参加者１９名、一般親子参加 親３０名、子３０名 

   2 平成２９年 ９月 ７日（木）「乳幼児応急救護」ウェルとばた（北九州市） 

   参加者 ３７名 

 3 平成２９年 ９月１４日（木）「昔遊びとわらべうた」九州芸文館（筑後市） 

   参加者 ２６名 

 4 平成２９年１１月 ７日（火）「お手玉遊び」ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（飯塚市） 

   参加者 ２４名 

 5 平成２９年１２月 ７日（木）「抱っこﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの実際」ふくふくプラザ(福岡市) 

   参加者 ２０名 

6平成３０年 １月２５日（木）「こころ育て」クローバープラザ（春日市） 

   参加者 ５０名 

7平成３０年 ２月１３日（火）「遊びと製作」JR 博多シティ会議室（福岡市） 

   参加者 ２７名 

8平成３０年 ２月１３日（火）「経験交流会」JR 博多シティ会議室（福岡市） 

   参加者 ２４名 

② 担当職員会議の開催 

グループ別に開催、事業の実態調査や推進方法の検討等を行った。 

平成３０年 ２月２０日（火）、２１日（水） 午前・午後全４回 

福岡県中小企業振興センタービル３０２会議室 ４８名 

③ 担当職員研修会の開催             

 平成２９年１２月１４日（木）ＪＲ博多シティ会議室 ４６名 

④ 会員研修会の開催                    

   平成３０年 ２月１６日（金）レソラＮＴＴ夢天神ホール（福岡市）２２２名 

   ２０回記念大会 ブロック代表会員体験発表・作品展示（８ＳＣ） 

久留米市・筑紫野市・みやこ町・須惠町によるステージアトラクション実施 

⑤ センター訪問による指導・相談・研修事業の実施 

 平成２９年 ５月１６日（火）、１８日（木） 

筑紫野市ＳＣ主催子育て支援研修会講師  

   平成２９年１１月２７日（月）、２９日（水） 

筑紫野市ＳＣ主催子育て支援研修会講師 

 平成２９年１１月１０日（金） 

筑紫・糸島地区ＳＣ主催 子育て・福祉・家事援助サービス合同会員研修会講師 

平成３０年 １月１６日（火） 

福岡市ＳＣ主催子育て支援研修会講師 

平成３０年 １月２４日（水） 

直方市ＳＣ主催子育て支援研修会講師 

  （ウ）「故郷・家族、心をつなぐ真心サービス」の事業を拡充するため、センター職員
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の研修会を実施する。 

 担当職員研修会（平成２９年１２月１４日同時開催） 

 

８ 調査研究事業  

（１）企業ニーズを把握するための、アンケートの実施 

高齢者活躍人材育成事業の受託に伴う、派遣事業における企業ニーズ（求人ニー

ズ）のアンケートを実施した。 

県内企業５００社に調査を実施、調査書作成（１００部） 

県内ＳＣ等関連団体に配布 

（２）高齢者の雇用・就業等情報の収集・分析及び提供 

 福岡労働局職業安定部職業対策課、ハローワーク及び県主管課等と連携し、求人 

情報の収集・分析、関係機関及び団体、一般の高齢者等及びセンター会員への提供 

（３）業務年報の作成及び月次統計の集計・分析、結果の情報提供 

 シルバー事業の総括及び県内の人口構造及び高齢者の状況や会員の状況・受注件

数・事業実績等について調査、集計し業務年報を作成、各自治体及び関係機関・団

体等へ配布した。 

平成２９年１２月 ３００冊作成・県内外関連団体１８０ヶ所へ配布 

（４）子育てマイスターの活動調査の実施、結果分析、評価、事業効果の検証 

   ① 子育てマイスター認定者に対するアンケート調査の実施 

   ② 子育てマイスターに対する活動状況調査の実施 

 

 


