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令和４年度 運営方針
福岡市シルバー人材センターは
「自主・自立、
協働・共助」
の理念の下
「持続可能な高齢者の活躍」
と
「社会貢献」
を目指します。

1

会員拡大

品質の向上

〇入会者の増加及び退会者の減少
にむけた取り組み

〇事故の徹底した原因分析とルール
順守徹底

〇女性に着眼した取り組み

3

職業領域の拡大

2

〇業務拡大分野・人手不足分野への派遣
〇介護予防・日常生活支援総合事業の拡大

〇講習の実施、安全講習などへの参加促進

効率的な運営

4

〇将来を見据えたセンターのあり方
を検討

〇公共部門からの新規業務受託推進

イメージの転換・事業規模の拡大
目 標

持続可能な高齢者の活躍と社会貢献
・年度末会員数：8,582人
・契約金額総額：25億円
（請負20.5億円、
派遣4.5億円）
・事故の件数：25件未満

会員の集い
令和3年度
昨年・一昨年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となりましたが、今年は感
染予防対策を徹底し、
３年ぶりに実施することができました。多くの皆様にご参加いただき、楽し
い つどい となりました。
（残念ながら、東出張所の「会員のつどい」
は、会場等の都合により中止となりました）

博多区

3月17日（木）

2

エゴスキュー体操（ビデオでの紹介）や生
バンド演奏、抽選会が盛大に行われました。
「 エゴスキュー体操 」は高価な器具も不
要で、腰痛・肩痛・膝痛などが驚くほど改善で
きると評判です。

1

中央区

3

広報委員

松﨑

広昌

広報委員

大津

英世

3月17日（木）

芸達者による
「芸能大会」
と恒例の「おたのしみ抽選会」
で盛り上がりました。

2

早良区

３月24日（木）

前半は来賓挨拶、委員長挨拶及び事業報告、早良警

西区

3月9日（水）

委員長により、西出張所スタッフの紹介がありました。

察署による講演があり、後半は手品、博多にわか、手話
ダンス等の演芸披露で盛り上がりました。
14

15

令和3年度「西区会員のつどい」会場風景（2022/3/9西市民センター1階大ホール）

濱本会員の手品

齋藤会員の
博多にわか

広報委員

南区

金田博保

３月18日（金）

広報委員

城南区

川口

雅正

3月17日（木）

「南区会員のつどい」
は例年通り、演芸大会が大きな盛り
上がりを見せました。日頃鍛えたカラオケをはじめバイオ
リンやギター、
さらにはフルートや尺八など多彩な楽器の
演奏が詰めかけた会員のしばしのひと時を楽しませてくれ
ました。
福岡市消防局消防音
楽隊の演奏に合わせて、
カラーガード隊の華やか
なマーチングに魅了され
て楽しいひと時を過ごし
ました。アンコール曲は
ホークスの応援 歌 で会
場内は盛り上がり、開幕
ダッシュを期待します‼

広報委員

伊藤

建規

広報委員

池末

一弥

3

中央区
ちゅうおうく

〜舞鶴公園の手植えの花々〜

舞鶴公園は福岡城址を中心とした広大な公園で、四季
折々様々な花を楽しむことが出来ます。
春の梅・桜、初夏の花菖蒲・藤・牡丹・芍薬、真夏の睡
蓮・蓮の花などがそれらです。その舞鶴公園の空き地には
その常連の花とは別に、
シルバー中央出張所の手島又喜
会員が手塩に掛けて育てて来た花々が季節毎に咲いて
います。
2月には潮見櫓から天守台址にかけて、公園のいたる
ところに清楚な水仙がなだれるように咲いていました。
そして、
このシルバーだより4月号がお手許に届く頃に
は、福岡城址の登城坂周辺のシバザクラが満開を迎えま
す。

福岡城址
同時に牡丹・芍薬園を取り囲むように植えられたアジ
サイが一斉に芽を吹き、6月上旬には大きな毬のような花
を咲かせてくれます。アジサイは七変化とも言われるよう
に、咲いた後も色の変化を楽しむことが出来ます。手島会
員は、舞鶴公園を訪れられた折には、大事に育てて来た
シバザクラやアジサイを是非ご覧頂きたいと熱っぽく語ら
れました。なお、手島会員の経歴については、2021年6月
号にてご紹介済みです。
広報委員

大津英世

水仙
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広報委員

伊藤

建規

城南区

ボウリング大会

じょうなんく

ボウリング集合
城南出張所の互助会サークルの一つ「ボウリング大好
き会」
は、毎月第3金曜日に七隈ファミリープラザで練習
しています。
登録会員は１７名です。
今回、1年間の練習の成果を発表する機会を持とうと、
2月18日にコロナ感染防止対策を会場も参加者も取りな
がら
「シルバーボウリング大会」
を開催致しました。
ボウリング大好き会代表の大石さんは、
「今回はコロナ
の影響と家庭の事情などで、半数近い方が欠席となり残
念です」
と語っていました。
各自入念に準備運動を行い、ゲーム開始。3ゲームハン
デ戦なので優勝のチャンスは誰にでもあります。試合は和

早良区
さわらく

気あいあいの中でも本気モード！観戦している私も、昭和
世代の ♪爽やかリツコさん〜 をふと思い出しました。
混戦を制して優勝したのは2ゲーム目に209のハイス
コアを出した小泉会員。
「 若いころはボウリングをしてい
たけど仕事を離れ、67歳になってスイッチが入ってやっ
ています」
とのことでした。
また、準優勝の北村会員は3ゲ
ーム目にターキーを出して追いかけるも及ばずの熱戦で
した。
表彰式は、
ボウリング場内で簡素に行われましたが、
「コ
ロナが収まれば食事会も兼ねて行いたいですね」
と、皆さ
ん語っていました。

熱戦中

広報委員 池末 一弥

出張所業務の紹介

会員のつどい（3ページ参照）
早良区会員のつどいで行われた演芸披露では皆さ
んの演技が見事で、大きな拍手が送られ、
また楽しい時
を過ごす事ができました。写真は芳村会員（中央）
とフ
ラ仲間の皆さんによるフラダンスのひとコマです。

基幹事務（伊藤会員：写真右）
1.入会説明会、新入会員研修会の準備等
2.研修会及び各会議の準備等
3.地域班長会議、地域懇談会に関する事務処理
4.シルバーだより配布準備
5.市政だより、県だより他チラシ等の配布の管理
6.その他
会員拡大業務（大林会員：写真左）
1.入会説明会で各講座をＰＲ
2.チラシのポスティング
3.ポスター掲示によるＰＲ
（掲示板）
4.早寿園（老人福祉センター）での仕事紹介
5.ワンコインお助け隊会員の拡大
6.その他

広報委員

金田

博保
5

西区
にしく

「令和4年度作業に向けた」西出張所
刈払実技講習会開催

福岡市は、2月4日、
市等が発注した除草や
剪定を巡り、福岡市シ
ルバー人材センターを
含む123事業者が伝
票を二重に提出するな
どして業務委託費を不
討論中の大谷理事
正に受給していたと発
表し、当センターに対し
「除草業務について3か月間(2
月4日〜5月3日)の契約禁止」処分をしました。
この処分により西区刈払職群就業会員も多大な影
響を受けることになり、就業会員24(公共18民間6)名、
生島委員長、伊藤主事、柴田安全担当、木塚公共担当
、大谷理事、業務課清水
職員出席の下、3月14日
午後1時半より西市民セ
ンター第1会議室で、松尾
班 長 の 司 会 で標 記 講 習
会が開催されました。
討論中の松尾班長

東区

ひがしく

役員会
剪定・手取除草安全・適正就業講習会

令和3年度の
第6回役員会
は 、2 月 1 8 日
(金)午前10時
から出張所会議
室で開かれまし
た。
信任投票
コロナ禍とい
うことで、会議はスピーディーに進められました。
最初に小林委員長の挨拶と令和4年1月末までの事
業報告がありました。
引き続き東出張所選出正会員役員(委員長、専任担
当理事、監事)候補者はそれぞれ1人との報告があり、
信任投票が行われ、委員長候補、専任担当理事候補、
監事候補ともに信任されました。3候補は、役員推薦委
員会に推薦され、6月の定時総会の議案として提出さ
れます。
出席の皆さんには、
レジュメが配布されました。
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主事挨拶、
次期班長選出
( 松 尾 氏を再
選 ) 、委 員 長・
理 事 挨 拶 、清
水職員業務報
討論中の就業会員
告、
委員長実績
報告、安全担当業務報告(事故のスライド利用)、上記
不祥事に対する主事の詫び、班長の意見陳述、主事の
講習内容説明の順に会は進行し、
その後班長の解説で
実技講習が行われました。今回は
「原価意識の向上」に
関する講習も行われました。
今後の作業日程等をめぐり、班長・理事・出席会員の
間で白熱した討論があり(写真参照)、班長から、今回
の不祥事は本当に残念、信用を取り戻すのは容易でな
く、作業日程にも大きな負担がかかる、
この機会に徹底
した組織の見直しをして欲しいとの強い要望が述べら
れました。
広報委員 川口 雅正

講習会

剪定・手取除草安全・適正就業講習会は、3月10日
(木)東出張所会議室で、午前中に剪定班、午後に除草
班と分かれて開かれました。
小林委員長、大谷専任担当理事の挨拶のあと、事務
局の清水職員が令和3年度の事故発生件数や状況を
傷害事故、賠償事故、刈払機・芝刈機による石飛び事故
など、
スクリーンを使って解説しました。
引き続きコンプライアンスの説明があり、安全関連
のDVD4本が放映されました。出席者全員ちょっとした
油断が大きな事故につながることを痛感、事故撲滅へ
の思いを強くしました。
最後に4月からの道路交通法の改正によるアルコー
ルチェック義務化の説明があり講習会は終了しました。
広報委員 宮川 洋

新規事業「博多ポートタワー・博多港
ベイサイドミュージアム管理運営業務」

博多区
はかたく

今回は3月より新規受託をした、博多港のランドマーク
「博多ポートタワー・博多港ベイサイドミュージアム」
を取
材してきました。
博多ポートタワーは1964年に開業、
当初は民間レジャー施設「博多パラダ
イス」
の展望台兼レストランとして建て
られ、
その後は博多港のPRセンターと
して展望台とミュージアムと共に現在ま
で無料公開されています。令和元年の
改修工事のために休館となり、改めて
再開する際に、管理運営業務を福岡市
からシルバーに委託されたものです。
当初は年初の開館を目指しておりまし
たが、
コロナ警報等の影響もあり、3月8
日10時に開館することができました。
博多出張所の馬場会員以下１３名が、来館者対応・来
館者数集計・館内清掃などの仕事に1日おき程度に従事
しています。
開業からまもなく60年になろうとしていますが、
ポートタ
ワーに上った事がなく、
こんな素晴らしい景色と場所が近

くにあったのかと感心しました。今度は孫も連れて来ようと
思いました。
令和４年３月８日開館
入場無料
10：00〜17：00
水曜日休館日

広報委員

松崎

広昌

互助会年間行事予定
K

CHEC
芸能大会

K

CHEC

HECK

C

ハイキング

ボウリング大会

K

CHEC

まち歩き
感染拡大防止対策のため中止されることもあります

は行事月
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わが町ぶらり
伊都キャンパス古代史ロマン

（図１）伊都キャンパスとその周辺の遺跡

（写真１）キャンパス南端のG6号墳
（径18m の円墳）

九州大学伊都キャンパス移転事業に伴う、24年間66次に亘
る遺跡発掘調査が行われ、数多くの貴重な遺跡が発見され、旧
石器時代から人々がこの地で生活し、縄文時代の初めには集
落を作り、弥生時代には大量の土器を使ったお祭りをし、古墳
時代には鉄器作りを始め、同時期の古墳には金の文字が書か
れた刀を供え、奈良時代には製鉄炉をたくさん築き多くの鉄を
作ったこと、
などが初めて分りました。
発見された遺跡は伊都キャンパス文化財整備基本計画
（2016年3月）に基づいて保存活用が進められており、石ケ原
古墳跡展望展示室【イースト1号館9階／国の重要文化財の庚
寅銘大刀（こういんめいたち）のレプリカ等を展示】、庚寅銘大
刀が出土した古墳（G6号墳）など、一部が現在見学可能です
（図１・写真１〜３参照）。

（写真２）石ケ原古墳跡展望展示室から南西方向への眺望

（写真３）石ケ原古墳跡展望展示室から南方向への眺望

（写真４）
志登神社の由緒書き

縄文時代以後、古代の糸島半島はキャンパス南端すぐ近くの糸島市泊−志登
地区だけ陸地で繋がっていました（図１／写真４）。志登神社は、夏至・冬至の日
の出・日没の方角、及び東西南北に伊都国（弥生時代の糸島地域）
の重要な山々
や遺跡があることから、天体観測の地でもあったと考えられています（写真5）。な
お、図１に書込んだ直線は、志登神社での、夏至・冬至の日の出・日没の方角、及
び東西南北の方角を示しています。
写真５）志登神社境内の太陽観測石

伊都国は邪馬台国と密接な関係にありましたが、その後の古代史の展開につ

いての定説はないようです。
このような中、福岡市西区小呂島にある小呂中学校の元理科教諭で現在舞鶴中学校教諭の
山口哲也（ペンネーム／おのごろたろう）氏は、小中学生との科学的実験や文献調査に基づき、
「玄界灘こそ国生み神話
の原点だ」
という新たな見方を展開（最近著書も出版）
し、邪馬台国研究の関係者から、ユニークで説得力があると注目
されています
（同氏ホームページhttps://onogorotarou0416.wixsite.com/one-page-layout-new参照）。

広報委員 川口雅正
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令和4年度

会員募集中です!!

互助 会 サークル 活 動 紹 介
シルバー人材センターでは、会員の健康増進及び会員同士の親睦・交流
を兼ね会員による自主サークル活動が行われています。
本年度登録されているサークルをご紹介いたします。サークル活動に興
味・関心のある方は各出張所へお問い合わせください。

城南区
会費

100円

早良区
会費
回
第2、第3水曜日

西区
会費

回

シルバー今津農園

回
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互助会サークルに参加しませんか？
東区
会費

回
回

博多区
会費

不定期

中央区
会費

3，
000

（プレー代は実費）

あいれふ

一時停止中
実費

一時停止中

未定

南区
会費
毎月第3水曜日
毎月第2土曜日
回
毎週木曜日
SCCパークゴルフ
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毎月第4金曜日

月隈パークゴルフ場

会員の皆さまへ（お詫び）
福岡市において2月4日(金)、市や市の外郭団体が発注した公園や公共施設の維持管理に伴う樹
木の枝切りや除草の業務委託契約に関して、剪定くずや草などの処分費用に係る450件の過大請求
が行われたと発表されました。不正に関与した業者は123社で、当センターもこの中に含まれていま
す。当センターに対する福岡市の処分等については、以下のとおりです。

1.処分内容 除草を含む業務について3カ月間の契約禁止
(令和4年2月4日〜5月3日まで)

2.処分理由 平成29年度〜令和2年度の市発注の除草業務において処分伝票の重複使
用が認められたため。
との発言につ
3.発生原因 市職員の「契約書を遵守し、契約事項を適切に履行するように」
いて、契約に関する知識が不充分な当センター職員が設計数量を必ず満た
さなければならないと誤解し、
不適切な伝票処理をしていたものです。ただし、
職員には不正請求を行っているという意図はありませんでした。

4.今後の対応 今回の事案は組織全体の課題として真摯に受け止め、コンプライアンスをは
じめとする職員への再教育、
事務局本部の各出張所への支援体制強化や処
分伝票に係る事務処理のチェック機能強化等の再発防止策を講じます。
本件に関与した職員及び管理監督者については、
当センターの内部規定に
則り職員賞罰審査委員会による審議を経て、令和4年2月28日に職員2名を
文書訓戒、
職員2名及び管理監督者2名を口頭訓戒としました。

本来、会員の皆さまを支援するために配置されている事務局職員がこのような不祥事を起こしてし
まったことを大変申し訳なく思っており、会員の皆さまや市民の皆さまに深くお詫び申し上げます。再発
防止策を実行し、
信頼回復に努めてまいります。
公益社団法人 福岡市シルバー人材センター
理事長 内田 敏夫
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お知らせ
令和4年度定時総会のお知らせ
■ 日時/令和4年6月10日(金)

■ 場所/福岡市民会館

14時開会 16時終了予定

(住所:福岡市中央区天神5丁目1-23)

定時総会では、令和3年度事業及び決算報告、令和4年度事業計画及び収支予算報告が行われます。
なお、
議案書や委任状用紙は5月24日(火)以降に順次配付いたします。

中洲川端

令和4年度会費の納入について
令和4年度の会費は、会費規約に基づき、定時総会の開催までに納入する必要があります。
令和4年4月1日時点の会員の方を対象に、下記の日程で会費の口座振替を行います。

振替日

令和4年5月20日(金)

口座振替の登録をされていない方には、
「会費納入のお願い」を送付しますので、期日までに納入をお願いいたします。
なお振込の際には、金融機関所定の振込手数料が必要となります。

令和３年度実績・事故報告
会員数
男性
女性
就業者数
就業率
事業収入

6,900 人
4,183 人
2,717 人
4,210 人
61.0%
17 億 97,501 千円

令和 4 年２月現在
（令和３年４月〜令和 4 年 2 月）

傷害事故

３２件

（うち自転車事故 12 件、バイク事故 2 件）
賠償事故

１６件

自動車事故

１０件

合計

５８件（前年度比ー４件）

https://www.fukuoka-sjc.org/

