
個別就職相談 

 

平成２９年度事業報告書 

 

本協会は、求職者の就職支援と産業界の労働力確保を目的として、下記のとおり事業を実施。 

[１] 公益目的事業１ 概ね３０代までの若者と企業をつなぐ事業 

概ね３０代までの職を求める若者を対象として、職業観形成から就職後の定着促進に至るまで、

相談・助言、情報提供、セミナー等による就職支援を行いました。 

また、若年労働力の確保という地元産業界の要請に応えるため、企業人事担当者を対象としたセ

ミナーの開催や交流会、合同会社説明会・面接会等を通じて、求職者と企業とのマッチングを図り

ました。 

１．相談業務 

(1)求職者向け 

【内容】 

若者しごとサポートセンターと３０代チャレンジ応援センターで、専門のアドバイザーが求職者

の就職に関する相談に対応した。 

【実績】※(  )は前年度実績   

 相談者数 登録者数 就職決定者数 

若者しごとサポートセンター 11,068人(11,875人) 9,203人 (9,845人) 7,390人 (6,293人) 

 

福岡センター 3,828人 (3,479人) 7,754人 (8,417人) 6,343人 (5,224人) 

北九州ブランチ 5,751人 (6,888人) 1,225人 (1,191人) 844人  (822人) 

筑豊ブランチ 332人   (297人) 47人    (40人) 18人    (21人) 

筑後ブランチ 1,157人 (1,211人) 177人   (197人) 185人   (226人) 

30代チャレンジ応援センター 1,443人 (1,982人) 853人  (921人) 620人   (780人) 

計 12,511人(13,857人) 10,056人(10,766人) 8,010人 (7,073人) 

 

 

 

 

 

 

センター館内 



 (2)企業向け 

【内容】 

正規雇用促進企業支援センターで、３名の雇用促進アドバイザーと６名の登録アドバイザーが、

それぞれの企業の採用や定着等に関する相談に対応した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

実企業数（問合せ対応含む） 324社 (375社) 

支援件数（セミナー参加含む） 957件(1,182件) 

正規採用数 719人 (594人) 

正規転換数 175人 (286人) 

 

 

２．研修・セミナー等 

(1)求職者向け 

①地元企業紹介事業 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、高校生や大学生等が地元企業への理解を深め、企業規模や先入

観に捉われない職業選択ができるように、地元中小企業の経営者等による地元企業の魅力の紹介

や企業見学会を開催した。 

 

【実績】※(  )は前年度実績 

 実施回数 参加人数 

企業人講話（高校） 10回(25回) 1,003人(1,559人) 

企業見学会（高校） 15回(14回) 372人 (406人) 

   〃  （大学等） 10回 (9回) 206人 (223人) 

座 談 会 （大学等） 4回 (7回) 163人  (171人) 

   

  

 

 

 

 

 

＜企業人講話＞ 

苅田工業高等学校 

講師：大分製紙株式会社 

＜企業見学会＞ 

福岡女子大学 

見学先：福岡空港ビルディング株式会社 

＜座談会＞ 

福岡女学院大学 

参加企業：１８社 

センターでの個別相談 



②就職支援協定締結大学との共催事業 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、福岡県と就職支援協定を締結している大学との共催により、業

界研究会・座談会等を行った。 

【実績】※今年度新規事業 

 回数 参加企業数 参加者数 

業界研究会・座談会 6回 21社 90人 

相談会・セミナー 3回 － 35人 

  

 

③出前型講習会（高校生対象） 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、高等学校に講師が出向き、 

就職を希望する生徒に対する面接訓練や内定者に対する 

早期離職防止を目的とした講習会を開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

 実施回数 参加人数 

面接対策講習会 10回(13回) 845人(1,048人) 

内定者講習会 32回(30回) 2,316人(2,322人) 

 

 

④訪問型大学生等就活支援事業（大学生等対象） 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、大学等にアドバイザーが出向き、個別の就職相談や少人数規模

での面接訓練を開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

 参加人数 

個別就職相談 753人 (896人) 

面接訓練研修 1,856人(2,265人) 

就職準備講座 848人 (679人) 

 

 

 

新入社員としての心構えを学ぶ「内定者講習会」 

【実施大学：7校】 

・日本大学 

・京都女子大学 

・専修大学 

・神戸学院大学 

・桃山学院大学 

・佛教大学 

・中央大学 



⑤出前型就職活動セミナー（大学生等対象） 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、大学等に講師が出向いて、面接対策等就職活動に資するセミナ

ーやビジネスマナーに関する講習会を開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

 実施回数 参加人数 

就職活動セミナー 13回(15回) 878人(887人) 

ビジネスマナー講習 32回(36回) 2,499人(2,941人) 

面接対策セミナー 33回(33回) 1,694人(1,692人) 

 

 

 

 

 

 

⑥就活準備・業界研究セミナー 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、新卒応援ハローワークと連携して来年度卒業を迎える学生を対

象に、地元企業の採用担当者によるパネルディスカッションや地元企業の若手社員との座談会を

開催し、就職活動に対する心構えや採用選考に関する情報提供を行った。 

・平成２９年１１月２３日(木:祝) エルガーラ大ホール 

【実績】※(  )は前年度実績 

参加人数 123人(128人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎第一部 パネルディスカッション 

 イオン九州㈱ 

 ㈱エフ・ジェイホテルズ 

 久原本家グループ 

 ＴＯＴＯインフォム㈱ 

 ㈱西日本新聞社 

 西日本鉄道㈱ 

 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ 

◎第二部 若手社員との座談会 

 イオン九州㈱ 

 久原本家グループ 

 ㈱スターフライヤー 

 ＴＯＴＯインフォム㈱ 

トヨタ自動車九州㈱ 

 ㈱西日本新聞社 

 西日本鉄道㈱ 

 西鉄旅行㈱ 

 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ 

 ㈱三好不動産 
 

身だしなみのポイントや挨拶訓練 



⑦若者・３０代センターにおける「就職活動セミナー」 

【内容】 

若者しごとサポートセンターと３０代チャレンジ応援センターで、学生や求職者を対象にグルー

プ活動を取り入れたセミナーや営業職や販売職といった業種に必要な専門研修等を開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

 参加人数 

若者しごとサポートセンター 2,471人(2,350人) 

30代チャレンジ応援センター 534人(983人) 

  

 

 

 

 

 

 

 

⑧デジタルコンテンツクリエーター育成事業 

【内容】 

３０代チャレンジ応援センターで、ホームページの制作やホームページの運用・活用に必要な技能

を習得するための講座を開催した。 

・Ｗｅｂデザイナーコース   ※土曜開催 

前期 平成２９年 ６月 ３日～平成２９年１０月７日 

後期 平成２９年１０月１４日～平成３０年２月２４日 

・Ｗｅｂマーケティングコース ※日曜開催 

前期 平成２９年 ６月 ４日～平成２８年９月１７日 

後期 平成２９年１０月１５日～平成３０年１月２８日 

【実績】※(  )は前年度実績 

 実施回数 参加人数 就職者数 

Ｗｅｂデザイナー 2回(2回) 46人(54人) 42人(52人) 

Ｗｅｂマーケティング 2回(－) 38人 (－) 36人 (－) 

 

面接訓練 パソコン研修 



⑨市町村連携型「就職促進セミナー」 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、市町村等実施自治体と協力連携して、面接訓練・応募書類の書

き方のセミナーや教養・作文試験対策など筆記試験の対策に特化したセミナーを開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

 実施回数 参加人数 

面接訓練・応募書類対策 16回(16回) 45人(57人) 

教養・作文試験対策 3地区(3地区) 31人(22人) 

 

 

 

(2)企業向け 

①新入社員向け「職場定着促進セミナー」 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、若手社員の安易な転職を防止し、職場での定着を図るため、仕

事や人間関係の不安・悩みの解消を図るコミュニケーショントレーニングやモチベーションマネ

ジメントの対策セミナーを開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 参加人数 

10回(11回) 304人(381人) 

 

 

 

②新入社員の上司・先輩向け「職場定着促進セミナー」 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、職場定着の促進を図るため、新入社員 

の上司・先輩等、指導する側の意識改革を促すセミナーを開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 参加人数 

6回(6回) 197人(213人) 

 

 

 

グループワークを取り入れた新入社員向け研修 



③人材確保支援セミナー 

【内容】 

福岡県雇用対策協会と正規雇用促進企業支援センターでは、関係機関と連携し、県内各地で 

人材確保に関するセミナーを開催した。 

＜求人票の書き方＞ 

・平成２９年 ６月２７日 柳川市 

・平成２９年 ７月１９日 行橋市 

・平成２９年１２月 ７日 飯塚市 

・平成３０年 １月１６日 福岡市 

・平成３０年 ２月 １日 北九州市 

 

＜新卒採用活動法＞ 

・平成２９年７月 ６日 福岡市 

・平成２９年７月１２日 久留米市 

・平成２９年７月２１日 北九州市 

・平成２９年７月２７日 飯塚市 

・平成２９年８月 １日 福岡市 

 

＜採用活動法＞※３０代センターとの連携 

・平成２９年 ６月２０日 久留米市 

・平成２９年 ８月２２日 福岡市 

・平成２９年 ９月 ５日 福岡市 

・平成２９年１０月１１日 飯塚市 

・平成２９年１０月２６日 福岡市 

・平成２９年１１月 ９日 福岡市 

・平成２９年１２月１４日 北九州市 

・平成３０年 １月１８日 北九州市 

 

＜採用力向上＞ 

・平成２９年 ９月１２日 福岡市 

・平成２９年 ９月２０日 北九州市  

・平成３０年 ２月 ６日 久留米市  

 

＜刑務所出所者等の雇用セミナー＞ 

・平成３０年 ３月２８日 福岡市 

【実績】※(  )は前年度実績 

 

 

実施回数 参加人数 

22回(20回) 388人(346人) 

「新卒採用活動法」 講師：㈱就面 松田剛次氏 

「求職者はどのように企業を選んでいるか」 

 講師：㈱ヒューリスアカデミー 池上良一氏  



④人材定着支援セミナー 

【内容】 

正規雇用促進企業支援センターでは、関係機関等と連携し、人材定着に関するセミナーを開催した。 

＜出張講座＞ 

・平成２９年１０月１３日 みやま市 

・平成２９年１２月 ４日 大牟田市 

・平成３０年 ２月２１日 豊前市 

 

＜介護事業所向け＞ 

・平成２９年１０月 ３日 福岡市 

・平成３０年 ２月２８日 北九州市 

 

＜ミニ講座＞ 

・平成２９年 ６月２２日 福岡市 

・平成２９年 ７月１３日 福岡市 

・平成２９年 ７月２０日 福岡市 

・平成２９年 ８月２３日 福岡市 

・平成２９年 ９月 ７日 福岡市 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 参加人数 

10回(8回) 118人(140人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出張講座」 講師：雇用促進アドバイザー 

「介護事業所向け」 講師：㈱ＡＣＲ 渋谷浩幸氏 



３．合同会社説明会・面接会等 

 ①学内合同会社説明会 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、大学内において地元 

企業の合同会社説明会を開催した。 

・平成２９年５月１８日 福岡女子大学 

・平成２９年６月２８日 近畿大学産業理工学部 

・平成２９年７月１９日 九州大学 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 参加企業数 参加者数 就職者数 

3回(4回) 30社(48社) 62人(90人)   3人(6人) 

 

②合同会社説明会・面接会 

【内容】 

若者しごとサポートセンターと３０代チャレンジ応援センター 

で、３０代までの求職者を対象に合同会社説明会と面接会を 

開催した。同時開催として、就職活動ワンポイント講座や個別 

就職相談、適性診断などを行った。 

［若 者］ 

・平成２９年 ６月 ９日 福岡市 

・平成２９年 ８月 ９日 福岡市 

・平成２９年１０月２１日 福岡市 ※国と県との共催 

・平成３０年 ２月２２日 福岡市 

［３０代］ 

・平成２９年 ５月２５日 福岡市 

・平成２９年 ７月 １日 久留米市 

・平成２９年 ８月 ４日 大牟田市 

・平成２９年 ９月２９日 福岡市 

・平成２９年 ９月３０日 福岡市 

・平成２９年１０月１２日 大野城市 

・平成２９年１１月１１日 飯塚市 

・平成３０年 １月２０日 北九州市 

・平成３０年 ２月１６日 北九州市 

・平成３０年 ３月１５日 福岡市 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 参加企業数 参加者数 就職者数 

14回(11回) 400社(393社) 1,151人(1,652人) 78人(104人) 

個別就職相談 

会社説明 

就職活動ワンポイント講座 

学内合同会社説明会 九州大学 



③就職支援協定締結大学との共催事業 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、福岡県と就職支援協定を締結している大学との共催により、合

同会社説明会を行った。 

【実績】※今年度新規事業 

 回数 参加企業数 参加者数 

合同会社説明会 2回 5社 43人 

  

 

④転職フェアへの福岡県ブース出展 

【内容】 

30代チャレンジ応援センターで、福岡県へのＵＩＪ 

ターン就職の促進を図るため、民間業者が大阪市内で 

開催する転職フェアに福岡県のＰＲブースを出展し、 

関西圏在住の既卒者に対し福岡県内の企業・求人情報 

及び移住情報を発信した。 

【実績】※今年度新規事業 

出展回数 ブース来場者 

2回 259人 

 

 

４．交流会 

①高校教員と地元企業の交流会 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、高校教員と企業の人事担当者を対象とした就職状況に関する情

報交換会を県内４地域で開催した。 

・平成２９年５月１７日 北九州市 

・平成２９年５月１９日 福岡市 

・平成２９年５月２４日 飯塚市 

・平成２９年５月２６日 久留米市 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 参加企業数 参加校数 

4回(4回) 215社(153社) 145校(138校) 

 

 

 

交流会 

福岡県PRブースの出展 

【実施大学：2校】 

・日本大学 

・佛教大学 



②大学等と地元企業の就職情報交換会 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、大学等の就職指導 

担当者と地元企業の人事担当者との就職に関する 

情報交換会を開催した。 

・平成２９年１０月２５日 福岡市 

【実績】※(  )は前年度実績 

 

  

           

 

５．情報提供 

①冊子「就活読本」の作成・配布 

【内容】 

福岡県雇用対策協会で、就職活動を開始する福岡県下の大学生 

（卒業前年度生）等を対象に、就職活動のチェックポイント等を 

体系的に取り纏めた就活読本の作成し、県内の大学・専門学校等 

に配布した。 

 

 

②冊子「ＷＯＲＫ・ＬＩＦＥ・ＦＵＫＵＯＫＡ」の作成・配布 

【内容】 

30代チャレンジ応援センターで、福岡県へのＵＩＪターン就職の促進を 

図るため、県内産業の特徴とともに福岡での生活、住環境、文化やレジャー 

などの福岡県の魅力や、ＵＩターン就職経験者のインタビュー記事を掲載 

した情報誌の作成し、県外大学、転職フェア等で配布した。 

 

 

③「内定者向けリーフレット」の作成・配布 

【内容】 

若者しごとサポートセンターで、若者の早期離職の防止を図るため、新入社員 

の心構え等を纏めた内定者向けのリーフレットの作成し、県内の大学・短大・ 

専修学校・高等学校等に配布した。 

 

 

 

 

参加企業数 参加学校数 

78社(89社) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58校(57校) 
情報交換会 

※うち、県外大学23校 



④福岡県正規雇用促進企業支援センター「事例集」の作成。 

【内容】 

 個別相談やセミナー等の支援を通じて正規雇用化や人材定着につながった相談事例を纏めた 

「事例集」を作成した。 

 

⑤各種リーフレットの作成・配布 

【内容】 

「若者しごとサポートセンター・30代チャレンジ応援センター」の共通ポスター・リーフレット

「正規雇用促進企業支援センター」のポスター・チラシの作成し、ハローワーク・市町村・大学

短大・専修学校・高等学校・就職支援機関・経済団体等に配布した。 

 

⑥採用動向調査の実施 

【内容】 

県内企業の採用動向に関するアンケート調査を実施した。 

【実績】 

調査実施時期：平成３０年２月２０日～平成３０年３月９日 

  送付企業数：２，６３０社 

有効回答数：６１０社 

 

⑦ホームページの管理運営 

【内容】 

「福岡県雇用対策協会」「若者しごとサポートセンター・30代チャレンジ応援センター」「正規

雇用促進企業支援センター」のホームページの管理・運営を行った。 

これまで「若者しごとサポートセンター・30代チャレンジ応援センター」と「正規雇用促進企

業支援センター」は、同じホームページで運用を行っていたが、利用者にわかりやすく利用して

もらうため「正規雇用促進企業支援センター」のホームページを独立する改修を行った。 

 

   

  

 

 

 

 若者センター・30代センターホームページ 正規雇用促進企業支援センターホームページ 



[２] 公益目的事業２ 中高年齢者の就職を支援する事業 

 

離職期間が長期化する傾向にある概ね４０歳から６４歳までの中高年求職者に対して、早期の再

就職を支援するため、相談・助言、資格取得講座の開催等を通じて、中高年求職者の就職支援を行

うとともに、ホームページやメルマガによる有用な情報の提供を行いました。 

１．相談業務 

【内容】 

中高年就職支援センター及び県内１６ハローワークで、意識改革によるミスマッチの解消などを

目的に、専門のアドバイザーが求職者のキャリア等の状況に応じたきめ細かな相談に対応した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

相談場所 相談者数 就職決定者数 

中高年就職支援センター 3,601人 (3,746人) 727人  (710人) 

１６ハローワーク（出前） 6,496人 (6,463人) 1,166人(1,109人) 

計 10,097人(10,209人) 1,893人(1,819人) 

 

２．講座・セミナー 

①資格取得講座・職種別セミナー 

【内容】 

中高年求職者に対する求人の多いフォークリフト運転技能講座及び介護初任者研修の資格取得

講座、並びに販売・接客研修などの職種別セミナー等を開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

講座名 開催地域・回数 受講者数 

フォークリフト運転技能講座 

福岡    3回(3回) 90人(88人) 

北九州  1回(1回) 19人(20人) 

筑後   1回(1回) 20人(18人) 

筑豊    1回(1回) 20人(20人) 

介護職員初任者研修 
福岡    4回(4回) 95人(90人) 

北九州  1回(1回) 24人(19人) 

販売・接客(サービス業)研修 4回(4回) 90人(87人) 

ビルメンテナンス講座 4回(4回) 93人(91人) 

警備員育成講座 4回(4回) 73人(74人) 

 

 

フォークリフト運転技能講座 



②就職支援セミナー 

【内容】 

中高年の求職活動に必要なノウハウ（求人案件の探し方・就職活動のポイント・応募書類作成）

を習得するためのセミナーを県内 4地域で開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

開催地域 受講者数 

福岡地域 511人 (527人) 

北九州地域 275人 (246人) 

筑後地域 179人 (176人) 

筑豊地域 220人 (266人) 

計 1,185人(1,215人) 

 

３．企業向け支援 

 ①個別企業面接会 

【内容】 

中高年求職者の雇用が見込まれる企業を選定し、個別企業面接会を開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 就職者数 

28回(33回) 3人(12人) 

 

②事業主向け個別相談 

【内容】 

事業主からの中高年人材活用に関する個別相談に対応した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

対応件数 45社(54社) 

 

４．情報提供 

①リーフレットの配布 

【内容】 

福岡県中高年就職支援センターが実施している各種講座等 

の情報を掲載したリーフレットをハローワーク、就職支援機関、 

市町村等に配布した。 

 

②ホームページの管理運営 

【内容】 

福岡県中高年就職支援センターのホームページの管理運営 

を行い、中高年求職者にとって有益な情報を提供した。 中高年就職支援センターHP 



[３] 公益目的事業３ ７０歳現役応援センター事業 

 高齢者が年齢に関わりなく職場や地域で活躍できる選択肢の多い７０歳現役社会づくりを推進

するため、７０歳現役応援センター 各オフィス（福岡オフィス、北九州オフィス、久留米オフィ

ス、飯塚オフィス）において、高齢者の就業等の場の拡大、高齢者に対する社会参加の支援・啓発

等を行いました。 

 

１．相談業務 

【内容】 

７０歳現役応援センター及び各オフィスに高齢者の相談窓口を設置し、専門のキャリアコンサル

タントが就業・社会参加に関する相談・助言に対応した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

オフィス名 来所相談者数 登録者数 
決定者数 

就職 社会参加等 

福 岡 3,463人 (3,411人) 1,538人(1,244人) 550人  (567人) 0人 (1人) 

北九州 1,771人 (1,958人) 578人  (604人) 430人  (419人) 1人 (4人) 

久留米 1,633人 (1,712人) 483人  (462人) 303人  (305人) 13人 (11人) 

飯 塚 1,094人 (1,258人) 221人  (287人) 194人  (181人) 6人 (4人) 

計 7,961人 (8,339人) 2,820人(2,597人) 1,477人(1,472人) 20人(20人) 

 

２．講座・セミナー 

①企業向けセミナー 

【内容】 

企業経営者、人事担当者を対象に、高齢者雇用の有用性、高齢者が適する職域の拡大や勤務制度

改善のノウハウを提供するセミナーを開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

開催回数 参加者数 

4回(4回) 374人(420人) 

 

 

 

 

 

 

 

 平成29年11月13日 福岡会場 基調講演：ﾜｰｸ･ﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ九州 

代表 園田 博美 氏 



②従業員向けセミナー 

【内容】 

主に４０歳から５０歳代の従業員を対象に、生涯現役 

で活躍し続けるための必要な準備や意識改革に関する 

セミナーを出前方式で開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

開催回数 参加者数 

13回(18回) 432人(641人) 

 

 

 

③７０歳現役社会セミナー 

【内容】 

高齢者を対象に就業や起業、ボランティアに関するセミナーを実施した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

開催回数 参加者数 

7回(7回) 130人(108人) 

 

 

 

 

３．企業開拓 

【内容】 

県内企業を訪問し、高齢者雇用の有用性や優良事例、 

支援制度を紹介し、７０歳まで働ける企業の開拓を 

実施した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

訪問企業数 制度導入数 

340社(483社) 64社(73社) 

   

 

平成29年度「高齢者雇用企業事例集」 

従業員セミナー 

ボランティアセミナー：北九州＜平成29年6月21日＞ 



４．合同説明会等 

【内容】 

高齢者の就業・社会参加の機会を提供するため、県内各地で企業やＮＰＯ・ボランティア団体と

高齢者とが出会う合同説明会等を開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

項 目 回 数 参加(相談)者数 

しごと・ボランティア合同説明会 4回  (4回) 404人(473人) 

高齢者のためのおしごと合同相談会等 6回  (6回) 506人(87人) 

ハローワークでの出張相談会 148回(136回) 216人(488人) 

各種イベント等での出張相談会 6回  (9回) 54人(127人) 

 

        

 

 

 

 

 

 

５．情報提供 

①各種リーフレットの作成・配布 

【内容】 

「福岡県７０歳現役応援センター」の事業内容、センターが実施している各種セミナー、高齢者

が活躍できる企業やボランティア団体などの情報を掲載したリーフレットを作成し、ハローワー

ク、市町村、他の就職支援機関、経済団体、県内企業等に配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しごと・ボランティア合同説明会 

＜平成30年2月9日北九州地区＞ 

第17回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭へのブース出展 

＜平成29年11月11日出張相談会＞ 



②ホームページの管理運営 

【内容】 

「福岡県７０歳現役応援センター」のホームページについて、全面的な見直し・再構築を行い、

より効果的な情報提供、センター広報に努めた。高齢者が働ける企業や求人中の企業、高齢者が

参加しやすいＮＰＯ・ボランティア団体等の情報をホームページに掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．生涯現役促進地域連携事業 

①業種別高齢者雇用推進事業 

＜小売業＞ 

平成２８年度に行った高齢者雇用に係る小売業事業所を対象としたアンケート調査に基づき

  ヒアリング調査を実施し、その調査結果も参考にした高齢者雇用の手引書を作成した。又、企

  業啓発のための企業訪問を実施した。    

【ヒアリング調査】 

・対  象 ：１０９事業所を候補に抽出 

・調査期間 ：平成２９年５月１６日～７月２８日 

・調査方法 ：訪問調査 

・調査件数 ：５９件 

【高齢者雇用の手引書】 

・カラー版１２ページの手引書を作成 

・７０歳現役応援センターのホームページで公表  

【企業啓発のための企業訪問】 

 ・対  象：アンケート調査の回答があった４６２事業所 

 ・訪問期間：平成２９年１１月７日～平成３０年３月２０日 

 ・訪問件数：２０６件 

 

 

福岡県70歳現役応援センターホームページ 



＜食料品製造業＞ 

 高齢者雇用に係る食料品製造業事業所を対象とした 

アンケート調査を実施した。 

【アンケート調査】 

・対  象：５２４事業所を抽出 

・調査期間：平成２９年１１月１０日～１１月２４日 

・調査方法：郵送調査 

・回 収 数：１８７件 

・アンケート結果：７０歳現役応援センターのホームページで公表 

 

＜職種別（販売・接客）講習会の開催＞ 

 １０月に北九州市、福岡市の２会場で開催。 

【内容】 

 ・販売・接客の基礎知識 

 ・おしごと模擬体験 

 ・求人情報の提供 

回数 参加者数 センター新規登録者数 

2回 57名 41名 

 

 

②「セカンドキャリア応援セミナー」の開催 

  意欲ある高齢者を対象に、就職活動の第一歩を支援するセミナーを県内20カ所で開催した。 

  【内容】 

  ・生涯現役で活躍するための健康づくり 

  ・６０歳からのしごと探し 

   ＊セミナー終了後、個別相談を実施 

回数 参加者数 センター新規登録者数 

20回（4回） 267人（70人） 206人（47人） 

 

 

 

 

 

 

 平成29年6月30日筑後会場 



③高齢者のための合同企業説明会の開催 

  多くの高齢者の集客が期待できる「アラカンフェスタ（福岡市）」と連携することにより、新

たな就業希望者の掘り起こしと地域全体で高齢者雇用に対する理解を深める契機とすること

を目的に合同説明会を開催した。説明会開始直前には、アラカンフェスタ内でセミナーを開催

し、説明会への誘導を図った。 

＜合同企業説明会＞ 

・タイトル：アクティブシニアしごと合同説明会 

・日  時：平成３０年３月２４日(土)  

  ・会  場：福岡国際会議場５階 国際会議室 

  ・参加企業・団体数：２４企業・団体 

  ・来場者数：５２０名 

  ・センター新規登録者数：３７２名 

 ＜連動企画セミナー＞ 

       ・内  容：７０歳現役応援センターを通じた就職者、福岡県高齢者能力活用センターからの

派遣勤務者及びシルバー人材センター入会者各1名ずつの３名による就職体験談

トークショー。 

  ・タイトル：働いて、いきいき！～私の就職体験談～ 

・日  時：平成３０年３月２４日(土)  

  ・会  場：福岡国際会議場２階 

アラカンフェスタメイン会場 

 

 

 

 



 [４] 公益目的事業外 法人運営 

法人運営のために必要な会議を下記のとおり実施。 

１．定時総会 

・日  時 平成２９年５月２５日（木）１４：００～１５：００ 

・場  所 ソラリア西鉄ホテル  ８Ｆ 彩雲『月 』 

・会員総数 ２４５名  出席会員数 ２１３名 

・報告事項 平成２８年度事業内容報告の件 

・決議事項  ① 平成２８年度計算書類承認の件 

       ② 理事１名選任の件 

       ③ 監事１名選任の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．理事会 

(1) 第１回理事会 

・日  時 平成２９年５月１０日（水）１６：００～１７：００ 

・場  所 ソラリア西鉄ホテル  ８Ｆ『 聖天 』 

・理事総数 １５名  出席理事数 １１名 

・決議事項 ① 平成２８年度事業報告承認の件 

② 平成２８年度計算書類承認の件 

③ 理事１名選任の件 

④ 監事１名選任の件 

⑤ 平成２９年度定時総会の招集決定の件 

  

 (2) 第２回理事会 

・日  時 平成３０年３月２７日（火）１５：００～１５：３０ 

・場  所 ソラリア西鉄ホテル  ８Ｆ 『 聖天 』 

・理事総数 １５名  出席理事数 １１名 

・決議事項  ① 平成３０年度事業計画の承認について 

② 平成３０年度収支予算の承認について 

③｢資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」の承認について 

④ 会員の入会状況について 

平成29年5月25日 定時総会 


