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「第４２回大分市技能者表彰」受賞者の皆さん 



 
  

 

 

 

優れた技能者を表彰しました～第４２回大分市技能者表彰～ 

大分市では、高い技能を習得し様々な分野で活躍する技能者の功績を称えるとともに、技能尊重の気風を
高めるために、市内居住の優れた技能者を表彰する「大分市技能者表彰」を「人材開発促進月間」の１１月
に行っています。

第４２回となる今年度は、「功労の匠」８名、「技能の匠」２名、「期待の匠」２名の、計１２名の方々が
受賞されました。受賞された皆さんは、高度な技術と卓越した技能を持ち、それぞれの業種・分野で大分市
の産業の発展に寄与されています。 

表彰式では、佐藤大分市長、藤田大分市議会建設常任委員長、幾留大分市工業連合会長から、各分野の指
導者としての活躍と、業界の発展の願いを込めたお祝いの言葉があり、受賞者を代表して鳴海 勝氏が「今
後も技能・技術の向上と後進の育成に努め、産業の振興と発展に貢献してまいりたい」と謝辞を述べられま
した。

 

・６０歳以上の者であること 
・優れた技能を有する者であって、同一の職業に３０年以上従事していること 
・技能を通じて後進の指導育成を行い、市の産業発展に寄与した者又は貴重な技能により伝統文化の継承
若しくは発展に寄与した者であること 

 

【理容】 
鳴海 勝 氏 

(ヘアーサロンなるみ) 

 

【指物製作（家具製作）】 
高橋 悟 氏 

(有限会社 高橋木工製作所) 

 

【左官】 
黒木 章 氏 

(有限会社 黒木組) 

 

【舞台照明】 
玉井 多惠子 氏 
(企業組合 ADVENT) 

 

【鉄筋施工】 
水田 一寛 氏 
(有限会社 水田鉄筋) 

 

【管工事】 
平松 敏明 氏 

(協業組合大分管工事センター) 

 

【型枠施工】 
若杉 隆 氏 

(株式会社 藤工務店) 

 

【塗装】 
安部 増夫 氏 
(株式会社 佐藤塗工) 

 

功労の匠



 

大分市商工労政課 雇用労政担当班 ＴＥＬ：０９７-５３７-５９６４ 

・４０歳以上の者であること 
・優れた技能を有する者であって、同一の職業に１５年以上従事していること
・各種技能大会等で優秀な成績を収めた者又は技能が卓越していると認められる者であること

・４０歳未満の者であること 
・各種技能大会等で優秀な成績を収め、技能習得の意識が高く、将来を特に嘱望される者であること

★優れた技能者をご推薦ください★
 大分市技能者表彰は、毎年８月～９月に候補者の推薦を募集し、厳正な選考を行った上で１１月に
表彰しています。他の技能者の模範と認められる人で、それぞれの表彰基準を満たす方がいらっしゃ
いましたら推薦していただきますようお願いします。

 

【バーテンダー】
小長 紀子 氏

(Loin dʼici（ロワンディシー）)

 

【塗装】
髙橋 政人 氏 
(株式会社 春道塗装) 

 

【鉄筋施工】
間藤 瑞貴 氏
(有限会社 間藤工業)

 

技能の匠

期待の匠

【染色補正士】 
廣川 清治 氏 

(ひろかわ和洗) 

 



大分市商工労政課 雇用労政担当班 ＴＥＬ：０９７-５３７-５９６４ 

 

 

ヤングキャリアアドバイザーを募集します

  まちなか労働相談 
 
 

 

 

【日 時】令和２年 3月８日（日） 正午～午後５時 
※受付は午後４時３０分まで

【場 所】ガレリア竹町ドーム広場（大分市中央町１丁目） 
※相談ルーム有

労働について悩みを持つ皆さまの様々なご相談を、社会保険労務士や行政機関職員がお受けするまち
なか労働相談を開催いたします。 
予約不要・秘密厳守（相談ルーム有）・相談無料

《相談事例》
●賃金・残業代の未払い ●長時間労働・休日出勤 ●各種ハラスメント
●雇用保険社会保険の加入 ●突然の解雇・退職引き止め ●年次有給休暇の取得 など

 

大分市では、市内の事業所に勤務する若手社員に講師（アドバイザー）となっていただき、中学校を訪
問して自分の仕事内容や、その仕事を選んだ理由などを話すヤングキャリアアドバイザー講演会を行って
おり、令和 2年度に講演を行っていただくアドバイザーを募集しています。

【対  象】市内の事業所に勤務する、おおむね 30歳未満・就職して 3年以内の方
【講演内容】会社・業務内容の紹介、その仕事を志した理由、中学時代に頑張ったことなど
【講演時間】1回 50分程度（講演と質疑応答） 
【講演場所】市内の中学校の各教室 
【講演時期】6月～12月のうち、3回程度 

※講演する中学校・時期・回数はアドバイザーと調整のうえ、後日決定します。
【そ の 他】講演の前に、人前で話す際のポイントなどを学習する事前研修があります。(5月中旬)

1回の講演につき、謝礼金 5,000円をお支払いします。※公務員は除く
【申込方法】4月 23日（木）までに FAXまたは Eメールにて商工労政課に登録申込書を送付してください。

※申込書は大分市ホームページに掲載しています。職場にも説明に伺いますのでお気軽にご連絡ください。
 

中学時代の悩み・頑張ってよかったこと、今の仕事の魅力・やりがい
など、これから進路を考える中学生に伝えてみませんか。
多種多様な職種のアドバイザーの皆さまをお待ちしています。

ですので、お気軽にお越しください。

令和元年度 講演会の様子 

講演を聴いた 
中学生の感想 

 “とりあえず進学”と 
思っていたけど、講演を 
聴いて自分のやりたい事 
を探していきたい 

    と思いました。 
 

ヤングキャリア 
アドバイザーの感想 
講演をするなかで、 

今の仕事に就いた時の 
思いを振り返ることが 
でき、仕事に取り組む 
意欲が湧きました。 

 

アドバイザーの 
会社の意見 

「本人が入社時の気持ち
を思い出してくれること
が大きい」 「本人も得る 
ものが大変多いので 
参加させたい」 

大分市商工労政課 雇用労政担当班 ＴＥＬ：０９７-５３７-５９６４ 



 

 

「おおいたデザイン・エイド 2019」 

パッケージデザインコンテスト 受賞作品をご紹介します 

大分市では、クリエイティブ産業の裾野の拡大・市内クリエイターの育成・クリエイターの発想や技術
を活用した中小企業の販路拡大を目的に、「おおいたデザイン・エイド 2019」を実施しています。 
その一環として行われたパッケージデザインコンテストでは、市内事業者から提供された 6 つの商品題

材に対し、大分県内に通勤・通学・在住の方から多くの作品をご応募いただきました。 
応募総数 84点の作品の中から選ばれた 8つの受賞作品をご紹介します。 

 

クリエイター：井下 悠さん 

(大分市在住、デザイナー) 

課題提供企業：有限会社 住宅企画 

クリエイター：松本 ゆかりさん 

(別府市在住、デザイナー) 

課題提供企業：株式会社 三洋産業 

YOUMEGA × 百膳の夢 大分オーパ店 

クリエイター：米村 知倫さん 

(大分市在住、デザイナー) 

課題提供企業：Oita Made株式会社 

最 優 秀 賞 審査員特別賞 優 秀 賞 

天然炭酸水 YOIYANA のラベル 
カップで簡単 

コーヒーゼリーのパッケージ 

Oita Made オリジナル商品 

詰め合わせ用ギフト BOX 

 
大分市商工労政課 工業振興担当班 ＴＥＬ：０９７-５８５-６０１１ 

黒木 勇哉さん

大分県立 

芸術文化短期大学 1年 

（大分市在住） 

釘宮 凛太郎さん

日本デザイナー学院

九州校 3年

（別府市在住） 

田中 温香さん

大分県立

芸術文化短期大学 1年

（大分市在住） 

渡辺 弥咲さん 
大分県立 

芸術文化短期大学 1年 

（大分市在住） 

安東 光さん 
大分県立 

鶴崎工業高等学校 3年 

（大分市在住） 

学 生 賞（5 作品） 



 

  

 

 
 

 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の
不合理な待遇差が禁止されます！

雇用労働者との間の正規

非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）について、
 

① 不合理な待遇差が禁止されます
事業主は、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について、個々の待遇の目的や性質に照らして、
不合理な待遇差を設けてはなりません。

② 待遇差の内容や理由について説明を求められるようになります 
非正規労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に説明を求めることができる 
ようになります。

③ 職場でのトラブルについて紛争解決援助が利用できます
都道府県労働局で、無料・非公開で紛争解決のお手伝いをします。

【大企業】2020年 4月～ 【中小企業】2021年 4月～

働き方改革の推進に向けた課題解決の相談は… 
大分働き方改革推進支援センターをご利用ください！！

●就業規則の制定（見直し）や助成金の活用について、社会保険労務士が相談に応じます。
●電話、メールでの個別相談のほか、出張相談やセミナーを開催しています。
※詳細はホームページをご覧ください。

秘 密 厳 守 
相 談 無 料 

中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます！中小企業にも されます！
残業時間の上限は、原則として月 45時間・年 360時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

【大企業】2019年 4月～ 【中小企業】2020年 4月～
（適用済み） 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

 年 720時間以内
 複数月平均 80時間以内（休日労働を含む）

（「２か月平均」「３か月平均」「４か月平均」「５か月平均」「６か月平均」が全て
１月当たり８０時間以内）

 月 100時間未満（休日労働を含む）

月 80時間は、1日当たり 4時間程度の残業に相当します。 
また、原則である月 45時間を超えることができるのは、年間 6か月までです。
※上記に違反した場合には、罰則（6か月以下の懲役または 30万円以下の罰金）が科されるおそれがあります。

 



  

 

 

 

 

【設置場所】 
ハローワーク大分 OASIS庁舎（平日 9：30～18：00）
大分市高砂町 2－50 OASISひろば 21地下 1階 ※「わかもの支援コーナー」に併設
ＴＥＬ：０９７-５３８-９１１１ 

【支援対象者】 
正社員での就職を希望する 35歳～44歳まで※の方で、以下のいずれかの要件に当てはまる方
・直近 1年間に正社員雇用経験がなく、直近 5年間に正社員の雇用期間が通算 1年以下の方
・非正規雇用の就業経験が多い、あるいは就職後の就労期間が短い方
・就労経験がない方 など
※対象年齢は変更になる可能性があります。

【支援内容】
 ○ 就職活動を始めるにあたっての相談 
 ○ 臨床心理士による「適職診断カウンセリング」＜要予約＞
 ○ 職業相談・職業紹介  
○ 担当者制による個別支援 
○ 応募書類（履歴書・職務経歴書）の作成支援 

 ○ 面接練習（模擬面接）＜要予約＞ 
○ 職業訓練の相談・情報提供 
○ 応募前職場見学 
○ 職場定着支援 

 
※ハローワークでは、就職氷河期世代に限定した求人または年齢不問求人でありながら就職氷河期世代の 
応募を歓迎する求人の受理も行っています。求人申込みの際は、ぜひご検討ください。 

 
          

大分労働局では、バブル崩壊後の不景気で就職機会に恵まれなかった「就職氷河期世代」で、不安定
な就労状態にある方や、長期にわたり無業の状態にある方などを正規雇用につなげる支援窓口（正社員
チャレンジコーナー）を開設しています。

大分市商工労働メールマガジン

登 録 企 業 募 集 中 ！！
大分市が取り組む各種支援制度や講演会の開催情報などを
メールマガジンで随時配信しています！
企業の皆さまに役立つ情報を紹介していきますので
ぜひご登録ください！！

ご登録は 

こちらから！ 

ハローワーク大分に

「正社員チャレンジコーナー（就職氷河期世代支援窓口）」

が開設されました



③新規顧客の来店動機につながる 

①健康づくりを応援する企業・店舗として
イメージアップ 

②「おおいた歩得」ホームページで店舗情報
などをＰＲ 

 

 

 

○お知らせ 

『ワークＬＩＦＥおおいた』は、大分市ホームページ

からもダウンロード（カラー版）できますので、ご利用

ください。今後も、雇用・労働に関する様々な情報をお

届けします。ぜひ本紙をご活用ください！ 

ワークＬＩＦＥおおいた 2020 年 3 月発行 

大分市 商工労働観光部 商工労政課 

〒870-8504 大分市荷揚町 2 番 31 号 

TEL:097-537-5964  FAX:097-533-9077 

E-mail : rousei@city.oita.oita.jp 

 大分市ホームページからもご覧いただけます 

https://www.city.oita.oita.jp/ 

歩いた分だけお得に、健康に！ 

健康アプリ「おおいた歩
ある

得
とっく

」を利用しましょう！ 

詳細＆ダウンロードはこちら 
「おおいた歩得」専用ホームページ 

http://oita-altok.jp/ 

「おおいた歩得カード」に対するサービスの提供にご協力いただける店舗、
企業（協力店）を募集しています。サービス内容は「協力店が独自に決める」
ことができるので、できることからご検討ください。

協 力 店 募 集 ！

大分県が開発した健康アプリ「おおいた歩得」は、県内に通勤・在住している方
を対象にしたアプリです。
日常のウォーキングや健診受診などのミッションをクリアすることで健康ポイ

ントが付与され、3000ポイント以上貯まると特典が受けられます。年齢を重ねて
も元気に動ける期間を延ばすために、無理せず楽しみながら生活習慣の改善につな
がるアプリを利用しませんか。

★毎日の健康管理ができる！
★抽選で県産品などの商品も当たる！
★ミッション(イベント等)でポイントや賞品が
もらえる！

★グループで一緒にウォーキングができる！
職場対抗戦などで盛り上がる！

新機能①「温泉巡りスタンプラリー」を楽しめる！
5か所のスタンプを集めるごとに 500Ptゲット。
10か所のスタンプを集めるごとに抽選に参加できる。

新機能②「おおいた図鑑」で県産品を育てて楽しむ！
選択した県産品をポイントに応じて５段階まで
成長させると１種類につき 200ポイントゲット。
2種類の県産品を育てるごとに抽選に参加できる。

① ②

大分県健康づくり支援課 ＴＥＬ：０９７-５０６-２６６６ 
大分市保健所 健康課  ＴＥＬ：０９７-５４７-８２１９ 

サービスの内容は各店舗自由に設定できます！ 
例えば…
・お食事された方にソフトドリンクサービス 
・スポーツクラブで入会金無料 
・ポイントカードのスタンプを 2倍に など 

※サービスの見直しは可能です。


