
ヤングキャリアアドバイザーを募集しますヤングキャリアアドバイザーを募集します

「おおいたデザイン・エイド２０２２」「おおいたデザイン・エイド２０２２」
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

大分市子育て支援優良企業を表彰しました大分市子育て支援優良企業を表彰しました

優れた技能者を表彰しました優れた技能者を表彰しました
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－ １ －

優れた技能者を表彰しました優れた技能者を表彰しました
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。今年度は、「功労の匠（６０歳以上）」「技能の匠（４０歳以上）」「期待の匠（４０歳
未満）」として７名の方々を１１月２１日に表彰しました。

1級照明技術者の資格を
有し、50年以上にわたり
数々の舞台やイベントに
携わってこられました。
県内で唯一の舞台美術家
として、また各文化施設
の開幕行事や業界団体の
設立において活躍されま
した。多くの舞台技術者
を育成し、後進の指導育
成に尽力するなど、業界
の発展に貢献されていま
す。

～第45回大分市技能者表彰～～第45回大分市技能者表彰～

（有限会社ユニーク）

【 舞台美術】
福田 征洋氏

（株式会社ハイテック・
エアー・システムズ）

1級建築板金技能士の資格
を有し、多年にわたり業界
の発展に尽力されました。
永年業界の向上発展と後輩
の指導に献身尽力されたこ
とで日本建築板金協会より
功労賞を授与されています。
県技能祭で一般の方々と板
金制作を行ったり技能検定
の受験者に講師として講習
を行うなど、若手の模範と
なり後進の指導育成に貢献
されています。

○優れた技能を有し、同一の職業に30年以上従事している者であること
○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また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

（株式会社佐藤塗工）

塗装部門の競技大会で優
秀な成績を収められ、建
設マスターの認定を受け
られたほか、瑞宝単光章
や県技能顕功賞など、
数々の表彰を受けられて
います。現場での指導や
研修等においてもその技
術を後輩作業員に伝承し、
温厚かつ誠実な人柄と責
任感の強さで、業界内外
から多大な信頼を得てい
らっしゃいます。

(有限会社河野左官工業)

1級左官技能士、職業訓
練指導員、2級施工管理
技術者の資格を有し、も
のづくりマイスターの認
定や県技能顕功賞の受賞
など、その技能の高さが
証明されています。市内
中学校の職場体験の受け
入れや小学校での「もの
づくり体験教室」など、
左官技能の伝承・左官技
能士の育成に尽力されて
います。

功労の匠功労の匠

【建築板金】
氏佐藤 輝明

【塗装】

氏田中 軒二
【左官 】

氏河野 靖男



登録企業募集中‼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！
企業のみな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！！

大分市商工労働商工労働商工労働メールマガジン大分市商工労働商工労働メールマガジン

－ ２ －

お問い合わせ先?

０９７－５３７－５９６４

○各種技能大会等において優秀な成績を収めた者であって、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

大分市商工労政課 雇用労政担当班

★ 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
彰基準を満たす方を推薦していただきます
ようお願いします。

(大分センチュリーホテル) (ゆふいん山水館）

(有限会社花田鉄筋工業）

1級鉄筋施工技能士や登
録鉄筋基幹技能者の資格
を取得する中で、技能検
定試験において優秀な成
績を収めるなど、高い意
欲と優れた技術を発揮さ
れています。日ごろより
生産性および品質の向上
や、職場環境の安全確保
に励み、第2回全国鉄筋
技能大会に県代表として
出場するなど、今後の活
躍が期待されています。

○優れた技能を有し、同一の職業に15年以上従事している者であること
○各種技能大会等において優秀な成績を収めた者または技能が卓越していると認められる者であって、
市の産業振興に寄与した者であること

調理師制度の発展向上の
ために尽力されたとして
厚生労働省より表彰され
たほか、県産業の発展に
寄与されたとして、県技
能顕功賞を授与されてい
ます。熱心に後進の指導
啓発を行い、技能の伝承
にも尽力されています。
また、児童養護施設で水
餃子作りをされるなど、
ボランティア活動にも積
極的に取り組んでおられ
ます。

長年にわたり日本料理の
技術研鑽に励み、卓越し
た包丁の技と、食文化の
普及、後進の指導への功
績が評価され、九州調理
師会連合会より優秀調理
師として表彰されていま
す。また、県内の小学校
で子どもたちに料理を教
えたり福祉施設への料理
慰問に参加されるなど、
技能を活かし地域貢献に
努められています。氏平山 晶士 安安部部 修修造造 氏

ご登録は
こちらから

技能の匠技能の匠

期待の匠期待の匠

【調理(中国料理)】 【調理(日本料理) 】

【鉄筋施工】
氏田 諭



「おおいたデザイン・エイド２０２２」「おおいたデザイン・エイド２０２２」
デザインコンテスト受賞作品をご紹介します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2022」を実施しています。

その一環として行われたデザインコンテストでは、市内事業者から提供された8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。

今回、一般の部応募総数18点、学生の部応募総数59点の作品の中から選ばれた7つの受賞作品をご紹
介します。

－ 3 －

大分市商工労政課 商工業企画担当班 ＴＥＬ：０９７-５８５-６０１１

賞励奨賞秀優最部の般一

課題

会社のロゴマーク
食品ロスからできた環境にやさしいたい肥

のパッケージデザイン

受賞作品

クリエイター：樋口 太希氏
（大分市在住、デザイナー）

課題提供企業：㈱ふたばタクシー

クリエイター：三好 幸代氏
（大分市在住、デザイナー）

課題提供企業：㈱環境整備産業

学生賞（5作品）（課題：大分トリニータユニフォーム）

前園 明日実 氏
（大分県立芸術文化短期大学）

黒崎 美羽 氏
（大分県立芸術文化短期大学）

近藤 里菜 氏
（大分県立芸術文化短期大学）

中尾 美怜 氏
（大分県立芸術文化短期大学）

長野 羽衣比 氏
（大分県立鶴崎工業高等学校）



企業向け人材戦略セミナー企業向け人材戦略セミナー
～ＡＮＡグループならではのノウハウで「人財力」を学ぶ！～～ＡＮＡグループならではのノウハウで「人財力」を学ぶ！～

こちらのＱＲコード
からも申込できます

０９７ｰ５３７ｰ５９６４大分市商工労政課 雇用労政担当班

北風 薫子 氏 〈ＡＮＡビジネスソリューション㈱〉【 講 師 】

５０名（先着順）【 定 員 】

無料【 参加費 】

令和５年２月９日（木） 13:30～15:30【 日 時 】

J:COMホルトホール大分3階 302・303会議室【 場 所 】

令和５年２月６日（月）まで【申込期間】

【申込方法】 専用フォームまたは電話でお申し込みください。

ヤングキャリアアドバイザーを募集しますヤングキャリアアドバイザーを募集します

－ ４ －

お問い合わせ・申し込み先?

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、中学校の
教室で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実施し
ています。この度、令和５年度に講演を行っていただくアドバイザーを募集します。

仕事のやりがいや魅力、中学生のうちにやっておくとよいこと
など、これから進路を考える中学生に伝えてみませんか。
アドバイザー経験者の方も初めての方も、ぜひご応募ください。

アドバイザーの
勤務先の声

「会社のＰＲになるだけ
でなく、イメージアップ
にもつながる。本人も得
るものが多いので今後も
参加させたいと思う。」

講演を聴いた
中学生の声

「仕事内容に加えてその
仕事に就いて良かったこ
となどを聴けて勉強に
なった。なりたい仕事の
分野が広がり自分の将来
が楽しみになった。」

アドバイザーの声
近藤さん（大分信用金庫）
「講演を行うことにより、
初心に返ることができ、
自分を再度見直すことが
できました。今後の活力
となりました。」

お問い合わせ先?
☎ ０９７－５３７－５９６４
大分市商工労政課 雇用労政担当班

【対 象 者】市内の事業所に勤務する、おおむね、採用後３年以内の３０歳未満の方
【講演回数】６月～１２月の間で１人あたり２～４回程度
【講演時間】１回あたり約４０分（講演約３０分、講師へ質問など約１０分）
【謝 礼】１回につき5,000円（源泉徴収後の金額をお支払いします）※公務員には謝礼がありません
【そ の 他】講演前（５月頃）に研修を行います。
【申込期限】令和５年４月２６日（水）
【申込方法】電話、ＦＡＸ、メール等により 大分市商工労政課 へお申し込みください。

ＦＡＸ：０９７－５３３－９０７７
メール：rousei@city.oita.oita.jp

【 演 題 】 チームビルディングセミナー ～職場を元気にするチームビルディングの力～



令和４年度大分市子育て支援優良企業として表彰しました令和４年度大分市子育て支援優良企業として表彰しました
大分市では、企業の子育て環境の充実を図るとともに、社会全体で子育てを支援する気運を醸成す

るため、子育て支援に取り組んでいる市内の優良企業を表彰する「大分市子育て支援中小企業表彰」
を行っています。

今年度は「株式会社大有設計」、「協栄工業株式会社」、「株式会社ATTS」が受賞し、令和4年
11月14日に表彰式を行いました。

大分市子ども企画課 管理担当班 ＴＥＬ：０９７-５７４-６５１６

○受賞企業各社の主な取組
〈株式会社大有設計〉
・配偶者が出産するときに特別休暇を付与している
・毎週水曜日をノー残業デーとし、代表者や上司が

声掛けを行い、定時退社を徹底している
・男性の育児休業取得実績がある
・育児のための短時間勤務制度の利用実績がある 等

〈協栄工業株式会社〉
・短時間勤務制度について、子どもが小学校就学前

まで利用可能となっている
・配偶者が出産するときに特別休暇を付与している
・男性の育児休業取得実績がある
・育児のための短時間勤務制度の利用実績がある 等

〈株式会社ATTS〉
・短時間勤務制度について、子どもが小学校就学前まで利用可能となっている
・配偶者が出産するときに特別休暇を付与している
・毎週水曜日をノー残業デーとし、社内に掲示している
・在宅勤務を実施しやすい環境の整備をしている
・男性の育児休業取得実績がある
・育児のための短時間勤務制度の利用実績がある 等

物価高騰の影響を受ける中小企業者等に支援金を給付します！物価高騰の影響を受ける中小企業者等に支援金を給付します！
～「大分市中小企業者等物価高騰対策支援金」のご案内～～「大分市中小企業者等物価高騰対策支援金」のご案内～

物価高騰の影響を受け、仕入れに係る費用が増加している中小企業者等に対して、支援金を給付する
ことで事業の継続を支援します。

対 象 者 市内に事業所等を有する中小企業者 等
支給要件 令和４年４月から１２月までの任意の連続する３カ月の

売上額に占める仕入額の割合が、前年同期の割合と比較して
３％以上増加していること 等

給 付 額 法人：２０万円 個人事業主：５万円
申請期間 令和５年２月１日（水）から令和５年４月２８日（金）まで
そ の 他 制度の詳細については、市ホームページにてご確認ください

大分市中小企業者等物価高騰対策支援金コールセンター ＴＥＬ：０１２０-９８４-４３６

－ ５ －



「大分市男女共同参画センター（たぴねす）」の「大分市男女共同参画センター（たぴねす）」の
出前講座についてご案内します出前講座についてご案内します

大分市男女共同参画センター（たぴねす）

大分市府内町１丁目５番３８号（コンパルホール２階）

Eメール：danjokyodo@city.oita.oita.jp
ＴＥＬ：０９７-５７４-５５７７

出前講座

過去の開催テーマ（例）

令和５年２月1日（水）～ ２月7日（火）

平 日 9時～20時（来所の受付は19時まで）
土・日 9時～17時（来所の受付は16時まで）

《電話相談》０９７－５３６－３６５０（相談専用ダイヤル）
《来所相談》大分県労働委員会事務局（大分県庁舎本館３階）

※来所相談の場合は事前にご連絡ください。
なお、この期間以外でも、平日（9時～17時）であれば、随時労働相談を受け付けています。

大分県労働委員会では、解雇、賃金未払い、労働条件などの労使間トラブルについて、電話、
来所での相談を無料でお受けします。秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

『悩まずどんとこい労働相談週間』

期 間

受付時間

相談方法

労働相談のご案内労働相談のご案内 職場の悩み職場の悩み お気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください

－ ６ －

〇男女共同参画視点の防災 〇DV・デートDV・虐待防止 〇性教育

〇男女共同参画 〇ハラスメント 〇ワーク・ライフ・バランス 〇女性活躍
〇産後パパ育休 〇男性の家事・育児 〇コミュニケーション 〇性的少数者

〇女性のためのエンパワーメント など

企業や団体、教育機関など１０名以上の団体が行う研修等に講師を
派遣します。（男女共同参画に関する内容に限ります）

無料

※平日夜間、土・日曜日の来所の場合の出入り口は県庁舎本館東側通用口。



令和４年度 大分市経済講演会令和４年度 大分市経済講演会

〒８７０－８５０４ 大分市荷揚町２番３１号
大分市商工労政課 商工業企画担当班
ＴＥＬ：０９７-５８５-６０１１
ＦＡＸ：０９７-５３３-９０７７
メール：kougyou＠city.oita.oita.jp

－ ７ －

○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 2023年2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

https://www.city.oita.oita.jp/
大分市ホームページからもご覧いただけます

【講 師】 乙野 四方字（おとの よもじ）氏
今年度は、大分市を舞台にした話題のアニメ映画「僕が愛したすべ

ての君へ」と「君を愛したひとりの僕へ」の原作者である乙野 四方字
氏を講師に迎え、ファシリテーターとの対談形式による講演会を開
催します。ぜひご参加ください。

【参加申込方法】
申込書（市ホームページよりダウンロード可）に必要事項を記入の
上、2月2日（木）までに、FAXやメール、郵送にて大分市商工労政
課へお申し込みください。
※右記参加申込フォームから申し込むこともできます。
※電話でのお申込みも可能です。
【定 員】 300名（事前申込制）
【参加費】 無料
【日 時】 2月3日（金）午後6時30分～
【場 所】 J:COMホルトホール大分 大ホール


