
 令和２年度 大分県老人クラブ連合会 事業報告書 

 

第１ 概 況 

１ 事業総括 

  令和２年度は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に振り回された１年であ

った。 

  県下では前年度の令和２年３月３日に初の感染者が確認されて以来、感染拡大の

波は３月中旬から４月中旬の第１波、７月・８月の第２波、１１月中旬から年末年

始を挟んで今年２月まで続いた第３波が発生した。 

これにより、公益事業である研修会、大会などの多くが中止を余儀なくされたほか、

収益事業である「指定旅館」の指定料収入にも影響が出た。 

人が集まる一部の行事は中止したものの、公益財団法人として、老人クラブの普及

と老人クラブ活動の活性化を図り、高齢者福祉の増進及び地域社会の健全な発展に寄

与するため、各市町村老人クラブ連合会及び関係行政機関・団体と連携し、定款、事

業計画及び予算に沿って、適正な法人の管理・運営及び各種事業の積極的な推進を行

い、おおむね所期の目的を達成した。 

 

２ 重点事業 

(1)老人クラブ会員増強運動への取り組み 

   平成２６年度から５年間全国展開した「老人クラブ１００万人会員増強運動」

の第５年次（最終年度）の取組が平成３０年度に終わり、令和元年８月に実績が

まとまった。 

これに基づき県独自の取り組みについて役員会等で協議する予定としていたが、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次年度以降に持ち越した。 

(2)高齢者の健康づくり・生活支援活動の取り組みに向けて周知・連携の推進 

   介護保険制度の改正により、平成３０年度以降すべての市町村において要支援

者に対する独自の新地域支援事業に取り組むこととなった。この事業の趣旨を踏

まえ、老人クラブが行う事業（活動）が高齢者の介護予防や生活支援に資するこ

とへの理解と周知に努め、行政等関係者と連携・協力して事業への参画推進を図

った。 

(3)高齢者を地域で支える仕組みづくりに資する「全国三大運動」の推進 

   全国三大運動の一つである「健康」（高齢者の健康づくり・介護予防活動）の活

動の充実を図るため、市町村老連が行うスポーツ大会、健康教室等に助成を行っ

た。 



第２ 事業実施状況 

 公益目的事業  

 

◎老人クラブ活動等の活性化推進事業（老人クラブ活動等の活性化を図り、高齢者の

福祉の増進及び地域社会の健全な発展を推進する事業） 

 

１ 老人クラブ活動等推進事業 

【老人クラブリーダーの養成・研修】 

  系統的な養成・研修事業を通じて、老人クラブリーダー等の資質の向上を図った。 

(1)単位老人クラブリーダー研修会の開催 

   老人クラブ活動の円滑な支援にあたるため、市町村老人クラブ連合会と共催で

単位老人クラブの新任会長等を対象に開催し、老人クラブの運営と実務の説明、

意見情報交換等を行った。５市町老連、参加者延べ３２８人。 

 ◎開催状況 

  日田市老連   令和２年 ６月１８日（木） 大山公民館      ６４人 

          令和２年 ６月３０日（火） パトリア日田    １８１人 

  宇佐市老連   令和２年 ７月１７日（金） 宇佐文化会館     ２５人 

  日出町老連   令和２年 ７月 ９日（木） 保健福祉センター   ２７人 

  玖珠町老連   令和３年 ２月 ８日（月） メルサンホール    ３１人 

 ◎新型コロナウイルス感染防止のため中止した市老連 

  大分市老連、 別府市老連、 中津市老連、 佐伯市老連、 臼杵市老連、 

豊後大野市老連、 由布市老連 

 

(2)老人クラブ優良活動事例発表会 

   例年、単位老人クラブや市町村老人クラブ連合会等の先進的な活動等の事例発

表会を県下７地区で開催し、事例発表のほか講演、レクリエーション、意見・情

報交換を行い老人クラブ活動の活性化を図っているもの。 

令和２年１１月から１２月にかけて開催を予定していたが、新型コロナウイルス感

染防止のため、全て中止となった。 

 

(3)市町村老人クラブリーダー研修会 

  日 時：令和２年７月２０日（月）１０：００～１４：０５ 

  会 場：大分市 大分県総合社会福祉会館 ４階 大ホール 

  参加者：市町村老連の会長等のリーダー及び担当職員等 ５８人 

  内 容：基調報告 「老人クラブの仲間づくりで“健康長寿”をめざす！！」 



             大分県老人クラブ連合会 事務局長 四ツ谷年晴 

      事例発表 「会員増強にむけて」 

           ①「関係諸団体、行政組織との連携強化の必要性」 

              豊後大野市老人クラブ連合会  会長 乙部 逸夫 

           ②「新春初笑い～サロン等通いの場 

                 リーダー大交流会・応援会の活動について」 

              日出町社会福祉協議会  事務局次長 堀 さおり 

           ③「男女共同参画社会の中で」 

              大分県老人クラブ連合会 女性委員長 白根 喜代子 

      講  演 「老人クラブは“しんけん”おもしりぃ！ 

                ～老人クラブは地域の主人公～」 

            熊本県小国町老人クラブ連合会 事務局長 山田 大藏氏 

 

(4)第１５回大分県地域福祉推進大会 

  主 催：大分県、大分県社会福祉協議会、大分県共同募金会、 

       大分県老人クラブ連合会、大分県民生委員児童委員協議会 

  大会スローガン： ①「支えあい みんなでつくる 地域の輪」 

           ②「つなげよう 子どもの夢を 未来へと」 

  期 日：令和２年１０月１６日（金） 

  会 場：別府市 ビーコンプラザ コンベンションホール 

  参加者：約５００人 

  内 容：式典（表彰等） 

     知 事 賞：老人クラブ指導者功労賞   １５市町老連  １８人 

           優秀老人クラブ賞      １３市町老連  １７クラブ 

     県老連会長表彰：老人クラブ功労者    １６市町老連  ４８人 

             優良老人クラブ表彰   １３市町老連  ２７クラブ 

 ※新型コロナウイルス感染防止のため特別講演を中止とした（時間短縮） 

 

(5)九州ブロック老人クラブリーダー研修会 

令和２年７月９日（木）・１０日（金）の両日に熊本県熊本市で開催される予定だ

ったが、新型コロナウイルス感染防止のため１年延期となった。 

 

(6)第４９回全国老人クラブ大会 

令和２年１１月１７日（火）・１８日（水）の両日に山形県山形市で開催される予

定だったが、新型コロナウイルス感染防止のため中止となった。 



(7)全国老人クラブ連合会が主催する会議・セミナー 

  ①都道府県・指定都市老連代表者会議 

※ 新型コロナウイルスの感染防止のためＷＥＢで実施された。 

   期  日：令和３年２月２日（火） 

   参 加 者：事務局長 四ツ谷年晴 

  ② 高齢者の健康づくり・生活支援セミナー 

    令和２年１１月３０日（月）・１２月１日（火）の両日に東京都で開催される

予定だったが、新型コロナウイルス感染防止のため中止となった。 

  ③ 第４５回活動推進担当者研究セミナー 

    令和２年９月９日（水）に東京都で開催される予定だったが、新型コロナウ

イルス感染防止のため中止となった。 

 

【老人クラブの広報啓発・活動支援】 

 

(8)老人クラブ活動ＰＲ事業 

  市町村、市町村社会福祉協議会、自治会、小中学校、警察署などと連携し、老人

クラブの活動紹介等を行った。 

 

(9)機関誌「おおいた県老連だより」（第 31号） 

  県老連の事業紹介、各地域の老人クラブ活動や高齢者に関わる生活関連情報等を

掲載した広報紙（機関誌）を発行した。 

  発行時期：令和２年７月１日（年１回） 

  発行部数：３１，７５０部 

     （県・市町村行政関係、市町村老連事務局、単位老人クラブ会長宅に配布） 

 

２ 高齢者の健康づくり・介護予防支援事業 

 

(1)第２２回大分県老人クラブスポーツ大会 

  例年、スポーツを通じて老人クラブ会員等の高齢者相互の友好・親睦を深め、高

齢者の生きがいの高揚と健康増進に資するため、県老連主催のスポーツ大会を開催

している。 

令和２年度は１０月２７日（火）の予定だったが、新型コロナウイルス感染防止の

ため大会を中止とした。 

 

 



(2)市町村老人クラブ連合会健康づくり活動への助成 

  市町村老人クラブ連合会が主催する健康づくり活動等（スポーツ大会、健康教室、 

体力測定会など）に助成を行った。 

  助成対象 １７市町村老連  助成金額 ３０３，２００円 

 

(3)健康づくり推進員の養成・活動支援 

  市町村老連や単位クラブが行うシニアスポーツや体力測定会等への健康づくり推

進員を派遣し、健康づくり・介護予防活動を展開した。 

 

３ 高齢者の地域支え合い（友愛）活動・社会貢献活動事業 

 

(1)高齢者相互支援の推進・啓発 

  ①友愛活動推進モデル市町村老連事業 

   市町村老連から３地区を指定し、活動推進のための研修会を開催した。 

    ・指定市町村老連：中津市老連、竹田市老連、姫島村老連 

  （研修会の開催状況） 

   中津市老連  ※新型肺炎感染拡大防止のため研修会見合わせ 

   竹田市老連  令和２年 ７月２８日（火） 市社会福祉センター  ５４人 

   姫島村老連  令和２年１１月 ５日（木） 白寿苑        ２８人 

  ②高齢者の健康づくり・生活支援セミナー（全老連主催）（再掲） 

   令和２年１１月３０日（月）・１２月１日（火）の両日に東京都で開催される予

定だったが、新型コロナウイルス感染防止のため中止となった。 

  ③「地域支え合い（友愛）活動研修会」 

令和２年１２月１４日（月）に大分県総合社会福祉会館で開催する予定だった

が、新型コロナウイルス感染防止のため中止とした。 

  ④地域支え合い活動の活動推進資料の配付、活動の普及啓発 

   活動推進資料を作成・配付した。 

   ・友愛活動の手引き（５００部） 

   ・バースデーカード（１，０００枚） 

   ・ウェットティッシュ（２，０００個） 

   ・老人クラブ幟（市町村老連 各２枚） 

   ※モデル市町村老連の単位クラブ、各種研修会及び会議等での配布、普及 

 

(2)おおいたアクティブシニア養成講座（６年目） 

  元気な高齢者が高齢者を支える担い手となるための講座を開催し、高齢者の活躍



を促進するとともに社会貢献活動の支援を行った。 

  期  日：令和２年８月７日（金）～１０月１９日（月） 

       基礎講座、テーマ別（①健康づくり・介護予防、②高齢者の生活支援、 

       ③地域貢献・世代交流）各２回 

       令和２年１０月２９日（木） フォローアップ研修会 

  会  場：大分市 大分県総合社会福祉会館 大ホール 

  受講者数：３７人 

  講座内容：高齢者支援や実践に必要な知識・技法の取得に関すること。 

 

(3)「ふるさとの達人」活動支援事業 

  豊かな知識や技術を持ち社会参加活動を行う高齢者を「ふるさとの達人」として

認定・登録しその活動支援を行った。また、地域活動を行うために必要な知識や技

法を学ぶ研修会を開催することにより、子育てや高齢者支援分野への活動の場の拡

大を図った。 

 ①達人の活動支援（集会・会合等への派遣） 

  ・登録人数：個人 ２４４人 グループ２５（３８１人）  計 ６２５人 

  ・派遣件数：１６件 ※県老連でコーディネート業務を行った活動 

  ・助成件数： ４件（１６件の内数） 

 ②達人新規登録者研修会 

  日  時：令和３年３月１６日（火）１０：００～１２：００ 

  会  場：Ｊ:ＣＯＭホルトホール大分 ４０９会議室 

  内  容：事業説明、先輩達人からの話、新規達人自己紹介 

  参 加 者：１２人 

 ③達人の募集・登録・広報 

  （広報活動） 

・達人の募集・登録を行った。 

・令和３年度版名簿を作成・配布（３，０００部）した。 

・大分合同新聞の「ふるさとの達人」に掲載された記事をまとめた「ふるさと

の達人 大集合！」を１００冊作成し、達人本人や市町村老連に配布した。 

 

(4)パワフルシニア活動応援事業 

  地域の高齢者の団体が行う、健康寿命延伸や生きがいづくり等４つの分野に資す

る活動の立ち上げを支援した。 

   補助件数：３０グループ  補助総額 ９，９６３千円 

 



  ①健康寿命延伸    ９グループ    ②生きがいづくり  １７グループ 

  ③高齢者等の生活支援 ３グループ    ④子育て支援     １グループ 

 

(5)「高齢者の主張」の募集・作品集 

  高齢者の知識と経験を活かした「豊かな高齢社会に向けての提言」を発表する 

機会を設け、老人クラブ活動や地域福祉の促進を図るため、エッセーを募集し、 

作品集を作成・配付した。 

   テーマ：「人生１００年、わたしの挑戦」 

   応募数：１３８編 

   表 彰：特選   「『わたしの挑戦』桜の園を目指して」 

              木村 三千枝（豊後大野市 ８７歳） 

       準特選  「人生百年 まだこれから！」 

              岸川 多恵子（別府市 ７３歳） 

            「コロナ後の新型老人クラブの再起に挑戦」 

              柳瀬 陽之助（別府市 ８７歳） 

            「いつ始めるか？今でしょう」 

              大野 直（津久見市 ７９歳） 

      入選 酒井敏明（大分市）、佐藤愛子（大分市）、嶋﨑義和（大分市） 

平川智子（大分市）、山本晋滋（大分市）、首藤恵子（別府市） 

故吉本桂三（別府市）、池口澄子（中津市）、金丸隆（中津市） 

江田孝子（日田市）、首藤源雄（臼杵市）工藤孝（豊後大野市） 

小島伸子（豊後大野市）、藤田政義（日出町）  １４人 

   作品集：応募作品の全編を載せた作品集（１，９００部）を発行、単位老人ク

ラブ、県・市町村高齢者福祉担当部署、報道機関等に配布した。 

 

(6)全国一斉「社会奉仕の日」大分県中央会場 

  例年、「社会奉仕の日」（９月２０日）を中心に老人クラブが行っている清掃活動 

等社会奉仕活動の取組に合わせ、令和２年９月１８日（金）に日出町の糸ヶ浜海浜公

園で美化活動を実施する予定だったが、新型コロナウイルス感染防止のため中止とし

た。 

  なお、県内の市町村老連・単位老人クラブにおいては、地域の緑化、美化活動を

行った。 

   （活動実績） １５市町村老連  ４６９クラブ  ８，１９４人 

 



 収益事業  

 

(1)大分県老人クラブ連合会指定旅館（宿泊施設）の指定 

  老人クラブ会員及び会員の家族や友人等の親睦や研修等の旅行に安心して利用で

きるよう宿泊施設を指定し、「指定旅館案内」を作成・配付し、会員の利便と活動の

充実を図った。 

  ・指定旅館数 １７施設（新規 ０施設）  ・指定料 １０万円／施設・年間 

    ※新型コロナウイルスの影響で指定料収入が例年に比べ減少した。 

  ・旅館案内作成数 １，５３０部（単位老人クラブ等に配付） 

 

(2)老人クラブ会員章普及による活動拠金運動の実施 

  全国の老人クラブ会員をつなぐ仲間のシンボルである「会員章」の普及（着用）

による連帯意識の高揚を図るともに、活動資金の造成を行った。 

①通常会員章     協力口数   ２口（個） 

    ※１口（個）１，０００円で、１口（個）当たり５００円が県老連事業収入 

②６０周年記念会員章 協力口数 １９８口（個） 

    ※１口（個）１，０００円で、１口（個）当たり２００円が県老連事業収入 

 

(3)老人クラブ活動の学習・活動教材の斡旋・普及 

  老人クラブの運営や活動に資するため、学習・活動教材の販売・斡旋を行った。 

①全国老人クラブ連合会発行 

   （販売等冊数）「老人クラブリーダー必携」  １４３冊 

          「老人クラブがめざす友愛活動」 ３０冊 

②全国社会福祉協議会発行 

  （販売等冊数）「老人クラブ活動日誌」３３８冊、「老人クラブ会計簿」４９２冊、 

        「老人クラブ手帳」 ４２９冊 

③大分県老人クラブ連合会発行 

  （販売等冊数）「みんなで歌う歌謡集」 ３５冊 

 

(4)健康茶（由布のクロダマル（黒大豆のお茶））の販売 

  「由布のクロダマル」（黒大豆のお茶）の販売を行い、事業財源の確保を図った。 

   販売数：４２袋 



 相互扶助等事業  

 

(1)大分県老人クラブ名簿の発行 

  老人クラブの組織・活動の推進に資するため、各市町村老人クラブ連合会を対象

に、クラブ数、会員数、会長、事務局等の基礎資料を収集し、クラブ名簿を作成・

配付した。 

   調査時期：令和２年４月 

   名簿作成：令和２年６月 

   作成部数：４８部  市町村老連事務局、県庁、警察本部、指定旅館等に配布 

 

(2)老人クラブ保険の普及による活動安全対策 

  老人クラブ活動の充実発展に資するため、活動中や日常生活における事故に備え

た「老人クラブ保険」の組織的普及を図った。 

   加入状況：①傷害保険    ３０７クラブ  ５，６８８人 

        ②賠償責任保険   ４３クラブ  ２，０３０人 



 法人運営  

 

１ 役員会 

 

(1)評議員会 

  ①第１０４回（定時）評議員会（決議の省略） 

  〔決議の省略による承認事項〕 

   承認日：令和２年６月１６日（火） 

   議 事：第１号議案 令和元年度事業報告の承認 

       第２号議案 令和元年度決算の承認 

       第３号議案 評議員の選任（一斉改選） 

   報 告：・女性委員会委員の補充選任 

  ②第１０５回評議員会 

   期 日：令和３年３月９日（火） 

   会 場：大分市 Ｊ:ＣＯＭホルトホール大分 会議室 

   議 事：第１号議案 令和２年度収支補正予算について 

       第２号議案 令和３年度事業計画について 

       第３号議案 令和３年度収支予算について 

       第４号議案 理事の解任及び選任について 

   報 告：・令和３年度全国老人クラブ連合会顕彰（表彰・活動賞）について 

 

(2)理事会 

  ①第１５２回理事会（定時） 

   期 日：令和２年５月２９日（金） 

   会 場：大分市 Ｊ:ＣＯＭホルトホール大分 会議室 

                        （以下、理事会の会場は同じ） 

   議 事：第１号議案 令和元年度事業報告について 

       第２号議案 令和元年度決算について 

       第３号議案 第１０４回評議員会（決議の省略）について 

       第４号議案 女性委員会委員の補充選任について  

   報 告：・会長及び常務理事の職務執行状況について 

       ・評議員の選任（一斉改選）について 

       ・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響について 

  ②第１５３回理事会 

   期 日：令和２年９月１日（火） 



   報 告：・会長及び常務理事の職務執行状況について 

       ・令和２年度老人クラブ数・会員数の状況について 

       ・新型コロナウイルス感染症の県老連事業等への影響について 

        （事業計画・予算の変更等について） 

       ・第１５回大分県地域福祉推進大会の概要について 

       ・全国老人クラブ連合会の顕彰（表彰・活動賞）について 

   協 議：・令和２年度指定旅館指定料の取り扱いについて 

       ・令和２年７月豪雨災害に係る義援金の受領・配分について 

  ③第１５４回理事会 

   期 日：令和２年１２月１８日（金）  

   報 告：・会長及び常務理事の職務執行状況について 

       ・新型コロナウイルス感染症の県老連事業等への影響について 

   議 事：第１号議案 第１０５回評議員会の招集について 

   協 議：・指定旅館指定料の取扱いについて 

       ・令和３年度事業計画策定及び予算編成方針について 

  ④第１５５回理事会 

   期 日：令和３年３月５日（金） 

   報 告：・会長及び常務理事の職務執行状況について 

   審 議：第１号議案 令和２年度収支補正予算について 

       第２号議案 令和３年度事業計画について 

       第３号議案 令和３年度収支予算について 

       第４号議案 特定費用準備資金取扱規程の制定について 

       第５号議案 事務局長の任命について 

       第６号議案 常務理事の選定について 

   協 議：・令和３年度全国老人クラブ連合会の顕彰（表彰・活動賞）について 

       ・令和３年度「高齢者の主張」サブテーマについて 

 

(3)監事監査 

    定期監査 

    期 日：令和２年５月１５日（金） 

    会 場：大分市 大分県総合社会福祉会館 会議室 

    監査事項：・令和元年度事業報告について 

         ・令和元年度収支決算について 

         ・その他法人の運営業務について 

 



(4)女性委員会 

 〔第１回〕 

令和２年６月４日（木）に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染防止の

ため対面開催を中止とし、資料送付をもって代えた。 

   内容：報告「女性委員会委員の選任について」 

      議案「令和元年度活動報告（案）について」 

「令和２年度活動計画（案）について」 

 〔第２回〕 

   令和２年１２月９日（水）に開催予定だったが、新型コロナウイルス感染防止

のため中止とした。 

 

(5)法人事務 

  ①後援・協力等の実施 

   老人クラブ活動の活性化に資する諸活動等に対し、後援・協力等を行った。 

  ②財務の管理、経理事務の遂行 

   法人の運営に必要な財務の管理を行うとともに、適正な経理事務を遂行した。 

 

２ 市町村老人クラブ連合会関係会議 

 

(1)市町村老人クラブ連合会会長会議 

   期  日：令和３年２月２４日（水） 

   会  場：大分市 大分県総合社会福祉会館 大ホール 

   説明事項：・令和３年度老人クラブ関係大分県当初予算要求の概要について 

         （説明：県福祉保健部高齢者福祉課） 

   報告事項：・令和２年度県老連事業の執行状況について 

   説明事項：・令和３年度の全国的な取り組み（活動の目標）について 

        ・令和３年度県老連事業計画等について 

   情報交換：・コロナ禍での老人クラブ活動の取り組み 他 

 

(2)市町村老人クラブ連合会事務局長会議 

〔第１回〕 

   期  日：令和２年６月２９日（月） 

   会  場：大分市 大分県総合社会福祉会館 大ホール 

   報告説明：・県老連の役員（評議員・理事・女性委員）の改選について 

        ・老人クラブ数・会員数について 



        ・令和２年度県老連事業の執行状況について 

   依頼事項：・老人クラブ優良活動事例発表会の開催について 

        ・「ふるさとの達人」の募集について 

        ・第２２回大分県老人クラブスポーツ大会の開催について 

        ・「老人クラブ保険」の加入促進について 

        ・全老連創立６０周年記念会員章の普及について 

        ・パワフルシニア活動応援事業の取り組みについて 

   情報交換：・友愛訪問活動について 

        ・市町村老連活動支援体制強化事業について 

 〔第２回〕 

   ※市町村老人クラブ連合会会長会議と同時開催 

   期  日：令和３年２月２４日（水） 

   会  場：大分市 大分県総合社会福祉会館 大ホール 

   説明事項：・令和３年度老人クラブ関係大分県当初予算要求の概要について 

          （説明：県福祉保健部高齢者福祉課） 

   報告事項：・令和２年度県老連事業の執行状況について 

   説明事項：・令和３年度の全国的な取り組み（活動の目標）について 

        ・令和３年度県老連事業計画等について 

   情報交換：・コロナ禍での老人クラブ活動の取り組み 他 

 

３ 全国老人クラブ連合会関係会議 

 

(1)評議員会  （評議員：当会会長） 

 〔第１回〕 

  ※新型コロナウイルス感染防止のため中止、決議の省略 

   承認日：令和２年６月２２日（月） 

 〔第２回〕 

  ※新型コロナウイルス感染防止のため中止、決議の省略 

   承認日：令和３年３月１１日（木） 

 

(2)都道府県・指定都市老人クラブ連合会代表者会議（Ｗｅｂ会議） （再掲） 

   期 日：令和３年２月２日（火） 

   参加者：事務局長 四ツ谷年晴 

 

 



(3)都道府県・指定都市老人クラブ連合会事務局長会議 

   令和２年９月１０日（木）に東京都で開催される予定だったが、新型コロナウ

イルス感染防止のため中止となった。 

 

４ 九州各県・指定都市老人クラブ連合会関係会議 

 

(1)事務局長・担当者会議 

   令和２年８月２０日（木）・２１日（金）の両日に福岡市で開催される予定だっ

たが、新型コロナウイルス感染防止のため中止となった。（書面による回答） 

 

(2)連絡協議会 

令和３年２月１６日（火）・１７日（水）の両日に熊本市で開催される予定だっ

たが、新型コロナウイルス感染防止のため中止となった。（決議の省略） 

 

５ 関係諸機関との連携 

 

(1)市町村老人クラブ連合会、全国老人クラブ連合会及び大分県高齢者福祉課等 

  老人クラブ活動の活性化、高齢者福祉の向上に資するため、関係機関・団体との

計画的かつ円滑な連携を図った。 

   また、例年行っていた翌年度の県当初予算等に関する要望書の県福祉保健部長

への提出及び老人クラブ活動に関する意見交換については、新型コロナウイルス

感染防止のため中止となった。 

 

(2)大分県警察本部 

   交通安全県民運動「おこさず あわず 事故ゼロ」、高齢消費者被害防止の推進

を図った。 

 

(3)おおいたうつくし作戦県民会議（環境教育・ボランティア部会所属） 

   会長は県民会議の委員として、環境美化活動等地域貢献・社会奉仕活動の充実

拡大や他団体との連携を図った。 

 

 

 

 

 



（行政機関・関係団体の審議会・委員会等への参画状況） 

機関名・役 職 就任役員（県老連） 

大分県社会福祉審議会 委員 会長 

大分県福祉のまちづくり推進協議会 委員 理事（女性委員長） 

大分県医療計画策定協議会 委員 会長 

大分県後発医薬品安心使用促進協議会 委員 会長 

大分県高齢者福祉施策推進協議会 委員 会長 

「明るい高年賞」等選考委員会 委員 会長 

大分県地域ケア体制整備構想策定協議会 委員 会長 

大分県認知症施策推進協議会 委員 会長 

大分県介護保険審査会 委員 前理事 

（前女性委員長） 

健康寿命日本一おおいた創造会議 委員 会長 

大分県国民健康保険運営協議会 
委員 評議員 

(女性副委員長) 

大分県医療費適正化推進協議会 委員 会長 

大分県後期高齢者医療審査会 委員 評議員 

(女性委員) 

おおいたうつくし作戦県民会議 委員 会長 

大分県安全・安心まちづくり協議会 委員 会長 

大分県人権尊重社会づくり推進審議会 委員 評議員(大分市選出) 

大分県教育の日推進会議 委員 会長 

社会を明るくする運動大分県推進委員会 委員 会長 

大分県社会福祉協議会 理事 会長 

大分県社会福祉協議会（善意銀行配分委員会） 委員 事務局長 

豊の国ねんりんピック 
副会長 会長 

委員 事務局長 

大分県福祉サービス運営適正化委員会 

（委員選考に係わる選考委員会） 
委員 会長 

大分県社会福祉介護研修センター運営委員会 委員 事務局長 

大分県地域福祉推進大会実行委員会 委員 副会長、 

事務局長 

 

 



機関名・役 職 就任役員（県老連） 

大分県ボランティア・市民活動センター運営委員会 委員 事務局長 

フードバンクおおいた推進協議会 委員 会長 

大分県後期高齢者医療広域連合懇話会 
委員 会長、副会長、 

理事（女性委員長） 

大分県交通安全推進協議会 

委員 会長 

幹事 事務局長 

部会員 事務局長 

(自転車総合対策部会） 

(高齢者事故対策部会) 

(一財)シニアライフ県信基金 
評議員 常務理事 

理事 会長 

大分県タクシー協会タクシーご利用者懇談会 委員 会長 

 


