
事業タイトル
ページ
番号

1
社会福祉法人
北海道社会福祉協議会

北海道 北海道アクティブシニア就労・社会参加応援事業 １頁

2 大館市高齢者活躍支援協議会
秋田県
大館市

秋田犬と暮らし生涯現役社会を目指すハチ公のふるさと大館 ２頁

3
やまがた生涯現役促進
地域連携事業協議会

山形県
山形市

中核市へ移行とともに進む、生涯現役で活躍できるまちづくり事業
「よりあい茶屋（仮称）」と山形の「人情」「歴史」「文化」「農産物」
を活かした、誰もが暮らしやすく、働きやすく、活躍できるまちづくり
事業

３頁

4 酒田市シニア雇用創造協議会
山形県
酒田市

生涯いきいき 健康増進拠点を活用した
酒田市シニア雇用創造プラン

４頁

5 栃木市生涯現役促進協議会
栃木県
栃木市

高年齢者と介護事業所を結び地域の介護を支える取組 ５頁

6 柏市生涯現役促進協議会
千葉県
柏市

事業者・求職者双方への啓発による高年齢求職者の就業機会の
掘り起こしと地域の課題解決を図る就業支援事業

６頁

7 神奈川県生涯現役促進協議会 神奈川県
人生100歳時代に向けた高年齢者や事業主の意識改革と
生涯現役のための生活設計

７頁

採択団体の事業概要

団体名及び対象地域

【別添１】



事業タイトル
ページ
番号

8
生涯現役促進
地域連携鎌倉協議会

神奈川県
鎌倉市

鎌倉の地域課題解決につながるシニア雇用促進事業 ８頁

9 石川県人材確保・定住推進機構 石川県
高齢者の多様な就業ニーズを活かした就業・人材確保支援事業
～『キラッと☆ワーク』でマッチング促進～

９頁

10
公益財団法人
愛知県労働協会

愛知県
“ものづくり王国愛知“を支える製造業を主とした地場産業における
高年齢求職者と事業所とのマッチングに向けた取組

１０頁

11 京都府元気シニア活躍協議会 京都府
京都府における高年齢者いきいき活躍事業
～”生涯現役社会”の着実な前進に向けて～

１１頁

12
大阪府高年齢者就業機会確保
地域連携協議会

大阪府
高年齢者の新たな職域拡大の実践
～わしらまだまだ現役や！

おおさかシニアの働きたい促進プロジェクト～
１２頁

13
豊中市生涯現役促進
地域連携事業推進協議会

大阪府
豊中市

住宅都市の強みを活かした
高年齢者の雇用及び就労・社会参加の場創出事業

１３頁

14 米子市生涯現役促進協議会
鳥取県
米子市

「宿泊拠点都市・米子」ワークシェアによる
シニア（高年齢者）の雇用・就業機会の開拓と
マッチング〝ハツラツ 米子市、だんだんワーク支援事業〟

１４頁

採択団体の事業概要

団体名及び対象地域



事業タイトル
ページ
番号

15 総社市生涯現役促進協議会
岡山県
総社市

いつまでも働けるそうじゃ！
人生の匠が産業と観光のマンパワーを担う

１５頁

16
徳島県生涯現役促進
地域連携事業推進協議会

徳島県
高年齢者と事業所、地域がひとつとなって
「しごと（高年齢者が活躍する場）」を創り、マッチングさせる事業

１６頁

17
公益社団法人
松山市シルバー人材センター

愛媛県
松山市

地方創生に係る高齢者の就労機会拡充連携支援事業 １７頁

18
公益社団法人
福岡県雇用対策協会

福岡県
福岡県における”70歳現役”のための
高齢者雇用・就業拡大プロジェクト

１８頁

19
長崎県生涯現役促進
地域連携協議会

長崎県
ながさき生涯現役応援センターの設置による
就業・社会参加機会の拡大事業

１９頁

20 大分県シニア雇用推進協議会 大分県 大分県での生涯現役社会の実現に向けたシニア雇用推進事業 ２０頁

採択団体の事業概要

団体名及び対象地域



【事業タイトル】北海道アクティブシニア就労・社会参加応援事業
【事業構想提案団体】社会福祉法人 北海道社会福祉協議会（事業対象地域：北海道）

北海道は、全国を上回るスピードで高齢化が進んでおり、元気な高年齢者の就業意欲が高い一方、65歳以上

の就業率は17.6％と全国よりも４ポイント低く、道のもつポテンシャルを活かし成長が期待できる「食」、「観光」の

分野や、全国を上回る高齢化により需要が大きい「介護」などの分野で、高年齢者の活躍が期待できる。

また、北海道は市町村同士の距離が離れており、冬季は雪の影響で移動が困難となるなど、高年齢者の活動

範囲が近隣市町村に限られることが多いため、高年齢者の就業支援には、市町村単位での取り組みが重要であ

ることから、特に高年齢者の活用に強い意欲を持つ４地域（室蘭・登別・伊達、旭川、紋別、帯広・音更・幕別）をモ

デル地域として選定し、平成29年度から30年度にかけて事業を実施し、ノウハウや課題等を蓄積した上で、31年

度に全道の市町村や地域の関係団体にその成果を普及し、全道において高年齢者の就業機会を拡大していく。

〈重点業種〉

食及び食関連産業（農業・食品加工・食品機械製造・食品販売・飲食等）、観光関連産業（宿泊・運輸等）、

製造業（食品加工・機械工業等）、介護、卸・小売業

【主な事業内容】

□ 高年齢者の就業意欲の喚起と意識改革を目的とした職場見学会等の「アクティブシニア・アクティブカ

フェ」の開催

□ アクティブシニアサポータ－（相談員）による就業相談等を行う「アクティブシニアサポートセンター」の設置

□ アドバイザーによる高年齢者の職域開拓（仕事の切り出し）や受入のための職場改善を行い、就業希望

の高齢者を企業にモニターとして一定期間派遣する「高年齢者職域開拓チャレンジ事業」の実施

□ 高年齢者の知識や経験を企業に直接アピールし、就業に結びつけるオーディションや座談会などのマッ

チングイベントの試行的な実施

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

1

北海道



【事業タイトル】秋田犬と暮らし生涯現役社会を目指すハチ公のふるさと大館
【事業構想提案団体】大館市高齢者活躍支援協議会（事業対象地域：秋田県大館市）

大館市は平成17年に周辺町と合併したが、65歳以上の高齢者が36％をしめるなど、人口減少と高齢化が深刻

な状況である。一方、合併から10年間は、地域経済と雇用対策を最重要課題とし、企業立地を促進した結果、リ

サイクル産業や医療用機器製造等の健康産業が成長し、求人倍率も県内トップクラスとなっている。

このような中、求人充足に苦慮する企業が増えており、高齢者を労働力として期待する企業がある一方、業種に

よって温度差があるため、企業に対する意識改革セミナーを実施するとともに、高齢者の就業意欲を促進し、生涯

現役社会の実現に向けた地域社会全体の機運醸成を目指す。さらに、秋田犬を連れて歩き、多言語による観光

案内を行うなど秋田犬「忠犬ハチ公」のふるさとである大館をアピールするため、地域連携ＤＭＯ「秋田犬ツーリズ

ム」と連携し、地域の経験が豊かな高齢者を活用した観光事業による雇用機会の確保を図っていく。

〈重点業種〉

製造業、サービス業、農業、観光業

【主な事業内容】

□ 高年齢者の活用の有効性や高年齢者の特性を活かした業務の洗い出しを推進する企業を対象とし

た「高年齢者活用促進セミナー」の開催

□ 高年齢者の就業意欲を促進し就業へと誘導する「就労誘導セミナー」の開催。

□ 秋田犬を連れて歩く観光案内や多言語による観光案内を実施するための各種講座の開催

□ 就業を希望する高年齢者や人材確保に苦慮する企業の人事担当者に対する個別相談の実施

□ 企業の業務分析のためのヒアリングを実施し、高齢者向けの仕事の開拓

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

２

大館市



【事業タイトル】 中核市へ移行とともに進む、生涯現役で活躍できるまちづくり事業
「よりあい茶屋（仮称）」と山形の「人情」「歴史」「文化」「農産物」を活かした、誰もが暮らしやすく、働きやすく、活躍できるまちづくり事業

【事業構想提案団体】やまがた生涯現役促進地域連携事業協議会（事業対象地域：山形県山形市）

山形市は、新たな将来ビジョンとして”世界に誇る健康・安心のまち「健康医療先進都市」”を掲げ、魅力ある独

自のまちづくりを展開していくため、政令指定都市に次ぐ「中核市」への移行準備を精力的に進めているが、中核

市への移行にあたり、人口減少傾向の中で活力あるまちづくりには、高年齢者の活躍促進が不可欠となっている。

また、山形市の歴史や蔵王、山寺をはじめとする観光拠点の魅力や、もってのほか(食用菊）をはじめとする山

形の産物の特徴等に関する知識、知恵をもつ高年齢者が多数存在している。

このため、本事業により、高年齢者自身が就労を通じて活き活きと健康的に過ごしながら、地域経済の活性化

や生産年齢である若年層が活躍するための下支えとなり、全世代にとって住みやすい魅力的なまちづくりを進め

るとともに、高年齢者が持つ山形市の歴史や観光拠点としての魅力、特産品を活用した伝統料理などに関する経

験、知識、知恵を後の世代に引き継いでいく。

〈重点業種〉

子育て支援・介護・生活サービス分野、製造業・卸・小売業、観光業

【主な事業内容】

□ 気軽に就業相談ができる「よりあい茶屋(仮称）」設置し、①ワンストップで多様な就業に関する相談、②高年齢者に

対する「生涯現役促進セミナー」、③事業所向けの高齢者雇用に係る説明会や個別訪問による相談を実施

□ 「やまがた野菜・果物の広場（仮称）」を「よりあい茶屋(仮称）」に併設して開設し、高齢者による農産物の

栽培、広場で販売に加え、加工品の製造・販売を試行的に実施

□ 「観光ボランティア・指導員養成プログラム（仮称）」として、山形版DMOと連携しながら、蔵王や山寺などの

観光地や街中で活躍する観光ガイド、体験農業等の着地型旅行商品で活躍する指導員の育成

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

３

山形市



【事業タイトル】 生涯いきいき 健康増進拠点を活用した酒田市シニア雇用創造プラン
【事業構想提案団体】酒田市シニア雇用創造協議会（事業対象地域：山形県酒田市）

酒田市は、稲作を中心とした農業、食品の製造業などが盛んであり、酒田港を中心に物流拠点として発展してき

た。平成17年の市町村合併以降は、地域経済活性化と雇用対策を重点課題とし、積極的な企業誘致を推進して

いる。市内企業の高齢年者雇用に関するニーズ調査によると、市内半数の企業で労働力が不足しており、 また、

人口減少と少子高齢化が深刻な課題となっているため、平成27年10月に「酒田市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定し、「元気な高齢者の移住促進」として生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）構想の検討や高年齢者が活躍

できる機会の整備を図ることとしている。

このような中、市内の中心市街地に設置する、生活習慣病の予防など健康づくりを推進するための「酒田市中

町にぎわい健康プラザ」（平成29年4月設置予定）や多世代共生施設「てとて中町」を活用し、同地域に就労関係

相談窓口を設置し、より多くの高年齢者や事業主に就労関係のあらゆるサービスを提供する。

〈重点業種〉

農林水産業、介護業、健康増進、観光業、中小企業支援

【主な事業内容】

□ 市内の中心市街地に本事業の就労関係相談窓口の設置し、高年齢者、事業主双方に対する相談

を実施

□ 高年齢者に対する働くための健康増進をテーマにしたセミナー、職場体験等も含めた農業補助・水産

物加工に係るセミナー、 観光業就労支援セミナーの開催

□ 企業向けのワークシェア導入や高年齢者雇用啓発、個別求人開拓のため事業所訪問の実施

□ 高年齢者向けのミニ合同企業説明会の開催

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

４

酒田市



【事業タイトル】 高年齢者と介護事業所を結び地域の介護を支える取組
【事業構想提案団体】栃木市生涯現役促進協議会（事業対象地域：栃木県栃木市）

栃木市は古くは商都として栄え、近年では食料品製造業などものづくりが盛んな地域である一方、県内35市町

の中でも、２番目に65歳以上の人口が多く、それに伴い、要支援者・介護者数や介護事業所数も増加し、介護現

場を支える職員の人手不足も顕著となっている。 このため、介護の担い手を幅広く育成するため、栃木市の支援

のもと、福祉関係団体による「(一社)あったかネットとちぎ」を平成29年1月に設立し、重層的な介護人材の育成シ

ステムの構築に取り組んでいる。

このような中、本事業により、潜在的な就労希望者として、意欲の高い高年齢者を掘り起こし、市独自の介護人

材の育成システムの対象者として送り出すとともに、就職説明会の開催や常設相談窓口を通じて介護事業所へ

の架け橋となるほか、就職後の職場への定着支援によって、高年齢者が地域の介護事業所で就労できる仕組み

の構築を目指す。

〈重点業種〉 介護事業

【主な事業内容】

□ 地元のケーブルテレビを活用した介護という仕事に対する意識改革に向けた番組の放映による

情報発信

□ 高年齢者と介護事業者のマッチングの場として就職説明会の開催

□ 「 (一社)あったかネットとちぎ」に高年齢者の雇用・就業に関する常設窓口を設置し、介護事業所

での雇用・就業に向けたきめ細かな相談援助を実施

□ （公社）介護労働安定センター栃木支所と連携し、介護事業所における雇用管理の改善や職場定

着のための説明会等の実施

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

５

栃木市



【事業タイトル】事業者・求職者双方への啓発による高年齢求職者の就業機会の掘り起こしと地域の
課題解決を図る就業支援事業

【事業構想提案団体】柏市生涯現役促進協議会（事業対象地域：千葉県柏市）

団塊世代をはじめとする退職者が急増している都市近郊地域である柏市は、「長寿社会のまちづくり」の一環と

して、平成21年度から25年度まで、東京大学及びＵＲ都市機構と連携し「生きがい就労事業」を、また、平成26年

度からは当該事業を発展的に踏襲した「柏市セカンドライフプラットフォーム事業」を新たに立ち上げ、高年齢者の

多様なセカンドライフニーズを受け止める相談窓口を設置し、適所に誘導する活動を行ってきた。本事業において

は、この「柏市モデル」の就業支援機能を更に強化することを目的に、新しい仕事への再適応を支援する「入口」

戦略として「就労セミナーや勤労意欲を高めるための意識啓発イベントの開催」を、高年齢者のニーズにマッチし

た仕事を増やす「出口」戦略として「事業所訪問によるワークシェアリングの導入提案や仕事の開拓」を、高年齢

者と事業所を繋げる「中間支援」として「相談窓口の設置」を行い、「入口」「出口」「中間支援」が三位一体となった

アプローチを行っていく。

〈重点業種〉 福祉（子育て、介護、生活支援）、小売・サービス、ものづくり（農業・工業等）、公共サービス

【主な事業内容】

□ 事業所訪問による高年齢者を活用したワークシェアリングの導入提案や高年齢者が担うことができる

仕事の開拓

□ 重点分野に特化した就労セミナーや就労意欲喚起のための意識啓発イベントの開催

□ 柏セカンドライフ応援サイトを活用した開拓求人情報の公開

□ ハローワーク、シルバー人材センター、その他関係機関と連携した、相談窓口の設置による高年齢者の

多種多様な活動ニーズに応える情報提供

□ 東京大学が開発する、人工知能を活用して高年齢者と仕事のマッチングを行う 「マッチングシステム」

と高年齢者の「能力評価ツール」の活用

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

６

柏市



【主な事業内容】

□ 協議会各構成員等が実施している「生涯現役」に資する情報（ボランティア情報を含む）等を収集

し、常に検索・情報収集できるようWEBサイトを開設

□ 現役世代を含めた者を対象とした、定年後の人生設計のための「生涯現役のための職業生活設

計セミナー」の開催。

□ NPO法人設立など地域貢献型の起業をイメージした「地域貢献型セカンドライフ（起業）セミナー」

と起業のための連続講座(起業スクール）の開催

□ 専門スタッフである「セカンドライフ応援コンシェルジュ」を派遣し、地域でのセカンドキャリアへの

提案、情報提供や相談などの実施

□ 支援員の企業訪問等による「高年齢者の体力等に合った職務の創出や短時間勤務等柔軟な働

き方」などの先進的好事例の紹介及び企業体制整備の必要性等の周知・啓発

神奈川県では、知事のリーダーシップのもと「人生100歳時代の設計図」と題し、高年齢者の社会参加の促進に

向けて新たな社会システムを構築し、高年齢者が長く健康で、生きがいを持って居住地域の近隣で社会参加がで

きる環境の整備を目指している。

ただし、現役時代は就労やボランティア等の情報が入手困難で、いざ65歳以降のセカンドライフを向かえてから、

就業・社会参加のための地域貢献活動を希望しても、その活動のやり方がわからない場合が多く、さらに、現役

時代の業種や職種へのこだわりからミスマッチが生じている。

このため、現役世代も含め就労・社会参加に向けた意識改革を行うとともに、地域貢献型の起業支援やセカンド

キャリアの提案・情報提供を行うなど、高年齢者等の意識改革と生涯現役のための支援を行う。

〈重点業種〉

介護、子育て、運輸（タクシー・配達業務等）、中小企業・小規模企業（管理業務等）、地域生活支援

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

神奈川県

７

【事業タイトル】人生100歳時代に向けた高年齢者や事業主の意識改革と生涯現役のための生活設計
【事業構想提案団体】神奈川県生涯現役促進協議会（事業対象地域：神奈川県）



鎌倉市には、高度な専門知識、豊富な経験を持った高齢者が多く存在し、「鎌倉最大の地域資源は“人”である」

と言われているが、これらの人材が地域社会に活かされておらず、一定のスキルがあり、非常に強い鎌倉愛を

持っている高齢者の就労(活躍)が期待されている。

一方、市内の産業では、観光産業やIT産業などに特徴があり、観光産業では数多くの（年間延2,000万人超）観

光客が訪れていることから、多言語や着付け・茶道などの技能を身につけた高齢者に基礎的な観光知識を付与

するなどにより、高齢者の活用を通じた鎌倉観光の質の向上を図る。また、近年、市内へのIT関連企業の集積が

進んでおり、土地柄から大規模事業所の誘致は困難だが、小規模事業所であれば空き家等の活用も見込めるこ

とから、IT関連企業の更なる誘致とIT関連企業の勤務経験のある高齢者の起業や総務、経理、人事、法律関係

など会社の設立・運営に係るスキルを持った高齢者が活躍できる環境を整備する。

〈重点業種〉

観光、ＩＴ、子育て、介護・生活支援、中小企業支援

【主な事業内容】

□ 観光分野やIT分野等の重点分野で就業するため、高齢者向けのスキルアップセミナーを開催

□ 高齢者の起業支援及び起業する現役世代と起業に必要となるスキルを持つ高齢者のマッチング支援

□ シルバー人材センターに相談窓口を設置し、高齢者、事業主双方からセカンドライフのプラン等に係る

相談及び市役所・支所等に出前・出張相談を実施

□ 就労のメリットや社会的意義・役割などの啓発のため、高齢者向けの就労啓発セミナーを開催

□ ホームページ等による高年齢者の就業支援に関する情報提供を行う

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

鎌倉市

８

【事業タイトル】鎌倉の地域課題解決につながるシニア雇用促進事業

【事業構想提案団体】生涯現役促進地域連携鎌倉協議会（事業対象地域：神奈川県鎌倉市）



【事業タイトル】 高齢者の多様な就業ニーズを活かした就業・人材確保支援事業
～『キラッと☆ワーク』でマッチング促進～

【事業構想提案団体】石川県人材確保・定住推進機構（事業対象地域：石川県）

石川県は、有効求人倍率が全国平均よりも高水準となっており、求職者が減少する中、多くの企業で人手不足

感が強まっている。一方、65歳以上の高年齢者の求職者をみると、反対に増加傾向にあり、特にパート希望の者

は著しく増加し、大きなボリュームゾーンを形成しているが、就職率は低い水準に留まっている。

今後、労働力人口が減少する中、健康で働く意欲のある高年齢者が就業等を通じて社会で活躍することは、企

業側からみても、必要な人員を確保するため重要となっている。現に、県内の企業の中には、高年齢者の特長や

ニーズを捉え、高年齢者の活用で人手不足の解消に繋げているモデル的事例も生まれている。

このため、本事業により、高齢者が職場内で必要とされ貴重な戦力として、いきいきと輝いて働く「キラッと☆

ワーク」の普及を促進し、高齢者の就業促進と企業の高齢者活用、人材確保を図る。

〈重点業種〉

製造業、卸・小売業、宿泊・飲食サービス、運輸業・郵便業、医療・福祉

【主な事業内容】

□「キラッと☆ワーク」の普及啓発に向けたコンサルティング・求人開拓の実施

・事業所を訪問し、高齢者向け業務の切り出しや求人募集方法の見直し等

・専門的・技術的な支援のための社会保険労務士等の専門家の派遣

□ 「キラッと☆ワーク」普及に向けた事業主に対する高齢者活用のセミナーの開催

□ 高齢者が活躍する事業所に再就職した高齢者(先輩求職者）と高齢求職者との交流会の開催

□ 高年齢者活用の優良事例の紹介など「キラッと☆ワーク」好事例集を作成し、高年齢求職者の求職

活動支援や事業所への普及促進

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

９

石川県



【主な事業内容】

□ ハローワーク等で求職活動できるようにサポートする個別相談窓口（生涯現役就労サポートセンター）の運営

□ 老後の安心安全な生活設計、再就職に向けたスキルアップ、業種・職種ごとに必要とされる能力の維持・向上等を

目的とする生涯現役セミナー（導入編・スキルアップ編・分野別編）の開催

□ 継続雇用や再就職に向けて必要となるスキルアップを目的とした、重点業種を中心とする企業出張セミナーの開催

□ 生涯現役に向けた企業及び高年齢者のニーズ調査

□ 企業の高年齢者雇用に係る意識啓発を目的とした高年齢者人材活用セミナーの開催

□ 高年齢者が活躍するためのガイドブックの作成・普及

□ 重点業種を中心とした高年齢者の採用に意欲的な中小企業等における職場見学会、職場体験会、企業説明会の開催

ものづくり王国愛知を支える製造業を主とした地場産業のほか、全国的にも人手不足が課題となっている福祉・

介護分野や卸売業・小売業等での人材確保を念頭に、継続雇用で働く高年齢者及び再就職を目指す高年齢者を

対象に、名古屋駅前にある愛知県産業労働センター（あいち労働総合支援フロア）内に設置した「個別相談窓口

（生涯現役就労サポートセンター）」を運営し、常時、個別相談や就労等に対するきめ細やかな支援を行うほか、

各種セミナーを開催する。

また、同フロア内にある産業労働情報コーナー、職業適性相談コーナー、就労支援コーナー（ハローワークの一

体的実施）と連携し、生涯現役に向けた就職に繋げていく。

〈重点業種〉

製造業、福祉・介護、卸売業・小売業

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

愛知県
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【事業タイトル】
“ものづくり王国愛知“を支える製造業を主とした地場産業における高年齢求職者と事業所との
マッチングに向けた取組

【事業構想提案団体】公益財団法人 愛知県労働協会（事業対象地域：愛知県）



京都府の産業構造は、歴史的な伝統技術を活かした伝統産業と戦後特色のある発展を遂げた近代産業が併存

しており、ものづくりが産業の中心となっている。また、世界有数の観光地であり、豊富な観光資源を有し、近年イ

ンバウンド効果もあって観光に訪れる外国人観光客が急増している。

一方、京都府は大都市を有する府県の中では、65歳以上の高年齢者のウエイトが高く、急速に高齢化が進み、

一部業界や中小・零細企業では人材不足が表面化しており、高年齢者の就業や社会参加をこれまで以上に支援

していくことが重要となっている。

このため、オール京都の総合就業拠点である「京都ジョブパーク」と連携し、高年齢者・企業の双方に、寄り添い

支援、出口支援、スキルアップ支援を活用して就職に結びつけるほか、企業ＯＢ会と連携し定年退職者の経験・

技能を中小企業やベンチャーで活かす橋渡し支援や、外国人観光客向け通訳ボランティアなど高年齢者が幅広く

社会で活躍できる機会を創出・支援する。

〈重点業種〉

ものづくり、観光、卸売・小売、介護・福祉

【主な事業内容】

□ 京都ジョブパーク内に高年齢者への個別相談などを行う「生涯現役応援コーナー」を設置し、併

せて「シニア人材バンク」を開設し企業と求職者の双方がマッチングできる仕組みを構築

□ 「京都観光ガイド・ボランティア」及び「外国人観光客に対する観光通訳ボランティア（有償）」の育

成・確保

□ 人手不足のコンビニや小売業界とタイアップした「仕事説明会」の実施

□ 大手・中堅メーカーの定年退職者グループ(企業ＯＢ会等）と連携し、定年退職者の経験・技能を

中小零細企業やベンチャー企業に活かす橋渡しの実施

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

京都府
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【事業タイトル】京都府における高年齢者いきいき活躍事業～”生涯現役社会”の着実な前進に向けて～

【事業構想提案団体】京都府元気シニア活躍協議会（事業対象地域：京都府）



高年齢者が就業先を見つける上で、求人内容に年齢制限等の壁があり、選択する職業の範囲が制限されてし

まう等の現状を踏まえ、大阪府と包括連携協定を結ぶ公民連携企業等を中心に、高年齢者が担える業務部分の

切り出しを提案した上で就業開拓を進め、企業面接会や職域紹介セミナー等を通じてマッチングを行う。

また、高年齢者であることのメリットをうまく活かすことが見込め、地域課題の解消等にもつながる可能性がある

業種（障がい者支援、育児支援、介護支援）とのマッチングについても展開する。

さらに、高年齢者の就業に関するワンストップ窓口を設置し、仕事の探し方など就業に向けたアドバイスや情報

提供を行うとともに、高年齢者および企業の双方を対象とした高年齢者の活躍促進に資する意識啓発セミナーを

開催する。

〈重点業種〉卸売業・小売業、製造業、運輸業、医療・福祉、宿泊・飲食サービス業

【主な事業内容】

□ 相談機能事業

・ 高年齢者の就業に関するワンストップ窓口での就業アドバイス（ハローワークやシルバー人材センターへの誘導、

シニア向け企業説明会等の情報提供、有償ボランティアの情報提供 等）

□ 意識啓発事業として、高年齢者および企業の双方を対象とした高年齢者の活躍促進に資する意識啓発セミナーの開催）

□ 職域拡大実践事業

・ 大阪府と包括連携協定を結ぶ「公民連携企業」等に対する就業開拓

・ ハローワーク等との連携による企業面接会の開催

・ 座学と施設見学を組み合わせた、障がい者支援講習、育児支援講習、介護支援講習の実施

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

大阪府
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【事業タイトル】高年齢者の新たな職域拡大の実践
～わしらまだまだ現役や！おおさかシニアの働きたい促進プロジェクト～

【事業構想提案団体】大阪府高年齢者就業機会確保地域連携協議会（事業対象地域：大阪府）



地域社会の活力を維持する担い手不足や単身高齢者の社会的孤立防止、高齢者の貧困問題などの課題を抱

えるなか、高齢者が健康状態、職業経験、経済状況など個々の状況に応じて意欲・能力を発揮できる機会・場を

創出するため、高齢者が活躍できる業務の切り出しや職域の開拓に向けた専門家の企業派遣を行う。

また、未経験分野へのチャレンジを支援するため、就労希望者を対象とした「就業促進講座」を開催する。

さらに、高齢者の就労・社会参加を促進するため、常設窓口を設置し、高齢者に対しては就労全般に係る情報

を、企業に対しては高齢者の活用に係るノウハウを提供する。

〈重点業種〉

製造業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、

サービス業等の住民の日常生活に密接に関連する業種

【主な事業内容】

□ 常設窓口を設置し、高齢者に対しては就労全般に係る情報を、企業に対しては高齢者の活用に係るノウハウを

提供する。

□ 高齢者が活躍できる業務の切り出しや職域の開拓に向けた専門家の企業派遣

□ 高齢者の活用に関する企業セミナーの開催

□ 高齢者活用の好事例紹介

□ 就労希望者を対象とした就業促進講座の開催

□ 合同企業説明会の開催

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

豊中市
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【事業タイトル】住宅都市の強みを活かした高年齢者の雇用及び就労・社会参加の場創出事業

【事業構想提案団体】豊中市生涯現役促進地域連携事業推進協議会（事業対象地域：大阪府豊中市）



【事業タイトル】「宿泊拠点都市・米子」ワークシェアによるシニア（高年齢者）の雇用・就業機会の開拓
とマッチング 〝ハツラツ米子市、だんだんワーク支援事業〟

【事業構想提案団体】米子市生涯現役促進協議会（事業対象地域：鳥取県米子市）

米子市は、皆生温泉を中心として、古くから宿泊拠点の商業都市とし栄えたが、近年は、宿泊業に特有の勤務

時間の不規則性などから、現役世代から敬遠されて人手不足となっており、また、商業都市として小売業も重要な

産業の一つとなっているが、全国チェーンの進出による競争の激化で、人手不足が顕著となっている。

一方で、全国と同様に米子市でも高齢化が進展しているが、人口当たりの医師と看護師の比率が全国平均を上

回っており、充実した医療体制が米子市の特色でもあるが、近隣の自治体から高齢者の流入をまねき、社会保障

に対する財政負担が大きくなっている。

このような課題に対応していくためには、高齢者の活用が喫緊の課題であることから、高齢者向きの仕事を抽出

する「ワークシェア」を本格的に広めていくことに主眼をおき、高齢者が地域社会において支え手としてハツラツと

活躍できる生涯現役社会の創出を目指す。

〈重点業種〉

小売業、宿泊業、福祉分野、高年齢者等の生活応援・健康維持・増進分野

【主な事業内容】

□ 宿泊業や小売業などの企業に対するワークシェア可能な業務に関するニーズ調査

□ 高齢者の就業、社会参加等の高齢者のニーズ調査

□ ワークシェア可能な業務切り出しに係るコンサル的な企業向けセミナーの開催

□ 生涯現役活動相談センターによる求職活動、就業、社会参加活動等の相談、情報提供

など

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

米子市
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【事業タイトル】いつまでも働けるそうじゃ！人生の匠が産業と観光のマンパワーを担う

【事業構想提案団体】総社市生涯現役促進協議会（事業対象地域：岡山県総社市）

企業誘致等により今後２年間で約3,500人の雇用が創出され、さらなる人口増加が見込まれるなか、懸念される

マンパワー不足への対応や、伸び悩む観光産業の活性化等を目的に、高年齢者が主体となったまちづくりの取

組に向けて、これまで市独自で行ってきた障がい者雇用施策等によって得られたノウハウを活かし、ハローワーク

やシルバー人材センター、社会福祉協議会等と連携した就労、創業、社会参加等の希望を気軽に相談できる「ワ

ンストップ相談窓口の設置」の他、「農業者育成研修」や「観光や食に視点を置いた女性限定の就業・創業サロン

の開催」等により就業・創業支援を行っていく。

〈重点業種〉

製造業、サービス業、観光業、農業

【主な事業内容】

□ ハローワークやシルバー人材センター、社会福祉協議会等と連携した就労、創業、社会参加等の希望を

気軽に相談できるワンストップ相談窓口の設置

□ 高年齢者の雇用促進に向けたシンポジウムの開催

□ 合同企業説明会の開催

□ 高年齢者雇用に先進的に取り組んでいる企業による「先駆的事例セミナー研修」の開催

□ 在日外国人や多言語話者である高年齢者が外国人観光客に対する観光ガイドのスキルを習得するセミナー

の開催

□ 農業関係機関の他、専業・兼業農家における補助員としての就労、更には創業をも視野に入れた「農業者育

成研修」の開催

□ 観光や食に視点を置いた女性限定の就業・創業サロンの開催

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

総社市
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【事業タイトル】高年齢者と事業所、地域がひとつとなって「しごと（高年齢者が活躍する場）」を創り、
マッチングさせる事業

【事業構想提案団体】徳島県生涯現役促進地域連携事業推進協議会（事業対象地域：徳島県）

徳島県は 「人口減少の克服」や「東京一極集中の是正」を目指し、「地方創生」の先導役を担ってきたが、全国

よりも早く少子高齢化が進行し、高齢化が顕著となっている。

このような中、「高年齢者の個性や地域の特性を活かして未来に向けて光り輝く徳島」を実現するため、「高年齢

者＝支えられる側」というイメージを転換し、高年齢者の働きたいという意欲と事業所の高年齢者を活用したいと

いうニーズを丁寧にくみ取りマッチングさせていくとともに、地元の高年齢者と事業所、地域が一体となり、廃校小

学校を活用した宿泊施設による高年齢者の就労拡充や作物別に援農希望の高年齢者と大規模農業者等との

マッチングによって「しごと（高年齢者が活躍する場）」を創り出し、高年齢者の多種多様な就労意欲や社会参加意

欲を促進し、「生涯現役社会」と「地方創生」の実現を目指す。

〈重点業種〉

農業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉（社会福祉・介護事業）、

生活関連サービス業、娯楽業（その他の生活関連サービス業）

【主な事業内容】

□ 個別カウンセリングやスキルアップのための「高年齢者再就職応援セミナー」の実施

□ 高年齢者の就業支援に関する総合窓口を県内ハローワークで開催

□ 地域と事業の二人三脚で高年齢者の働く場を創出する「廃校小学校活用による高年齢者就労拡充

モデル事業」の実施

□ 高年齢者による援農体制を整備し、作物別に高年齢者と大規模農業者等とのマッチングを図るた

め「労働力不足産業（農業）に対する労働力サポートモデル事業」を実施

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

徳島県
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【事業タイトル】地方創生に係る高齢者の就労機会拡充連携支援事業

【事業構想提案団体】公益社団法人 松山市シルバー人材センター（事業対象地域：愛媛県松山市）

四国有数の観光地である松山市においては、今後、道後温泉の改修工事が想定されるなど、観光客減少対策

が喫緊の課題である。また、同市が抱える人口減少問題の解決に向けては、高年齢者の生涯現役促進の取組、

特に女性の就業率の向上が不可欠である。

そのような現状を踏まえ、「観光都市松山」へのインバウンド消費の取り込みに向けた「郷土料理をはじめとする、

特に高年齢女性を活用した観光資源の創造」の他、首都圏に住む高齢者の移住と仕事の地方分散に向け、首都

圏での仕事確保と移住希望者の確保に向けた活動などに取り組む。

〈重点業種〉

農業、宿泊業・飲食サービス業、医療福祉（社会福祉・介護事業）、サービス業

【主な事業内容】

□ 就労全般に関する専門情報誌の発行・配布

□ 郷土料理を観光資源に昇華させ、新たな高齢者の就労を目指すため、郷土料理マイスター

育成の講習会や郷土料理伝承講習会を開催

□ 創業・経営・就労支援などの幅広いサービスを提供するワンストップ窓口の設置

□ 「松山ファンクラブ」結成による地元高齢者就労機会確保に係る首都圏企業の仕事確保

と移住高年齢者就労促進を図る

□ 介護助手候補者育成指導トライアルによる介護分野の就労機会拡充連携事業の実施

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

松山市
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【事業タイトル】福岡県における”70歳現役”のための高齢者雇用・就業拡大プロジェクト
【事業構想提案団体】公益社団法人 福岡県雇用対策協会（事業対象地域：福岡県）

福岡県は、年齢に関わりなく働いたり、NPO・ボランティア活動で活躍することができる「70歳現役社会」実現の

ために、70歳現役社会実現のために、高齢者のための総合的な支援拠点である「福岡県70歳現役応援センター」

を平成24年に開設し、県内4地域で、「①高齢者の活躍の場の拡大」、「②高齢者の就業・社会参加の支援」、「③

意識改革」の三つを柱に個別相談・マッチングなど高齢者の雇用・就業拡大に取り組んでいる。

このような取り組みを通じて、企業の高齢者雇用に対する理解不足や高齢者の就業意欲を喚起し支援する機会

の不足などが課題として明確となったことから、本事業では、高齢者雇用に対する地域全体の意識の底上げを図

りながら、高齢者の雇用ニーズの高い業種に絞って新たな職域開拓を進めるとともに、よりきめ細かな高齢者の

掘り起こしと職種別の能力開発支援を実施することにより、高齢者の雇用・就業拡大を目指す。

〈重点業種〉

小売業、食料品製造業、飲食サービス業

【主な事業内容】

□ 重点分野である小売業や食料品製造業を対象に高齢者雇用に関するヒアリングや企業啓発、

職域開拓の実施

□ 就業意欲のある高齢者を対象に就職活動の第一歩を支援する「セカンドキャリア応援セミナー」

の開催、セミナー終了後の再就職のための個別相談の実施

□ 重点分野への就業を目指す高齢者に対する知識、技能の習得ための職種別講習会の開催

□ 高齢者向けイベントと連動した合同企業説明会の開催

□ 高年齢者雇用に対する企業の機運醸成を図るための「70歳現役社会推進企業シンポジウム」

を開催

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

福岡県
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【事業タイトル】ながさき生涯現役応援センターの設置による就業・社会参加機会の拡大事業
【事業構想提案団体】長崎県生涯現役促進地域連携協議会（事業対象地域：長崎県）

長崎県は離島・半島を多く有し、海域も含めるとその広がりは、ほぼ九州本土に匹敵するなど、地理的な特殊性

を有している。また、全国よりも10年早い速度で高齢化が進んでおり、減少していく生産年齢人口を補うため、高齢

者が活躍する元気な長崎県づくりを目指して、高齢者の活躍促進を図り、就労等を希望する高齢者のニーズを掘り

起こし就業・社会参加につなげ、地域の課題解決に高齢者の力を活用していくことが課題となっている。

このため、高齢者が就業から社会参加まで相談できるワンストップ窓口として長崎市内に「ながさき生涯現役応

援センター」を開設するほか、県内2カ所にサテライトを設置し、離島・半島を含め県内全域で支援を行うとともに、

県の地理的な特殊性を踏まえ、地域で力を入れて取り組む重点分野を明確にした上で、事業所や高齢者向けのセ

ミナーを開催するほか、高齢者が担うことが可能な業務の切り出しなど高齢者の就業先の拡大を図る。

〈重点業種〉

観光業、製造業、福祉・介護分野（介護・保育）、医療分野（看護）

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

長崎県
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【主な事業内容】

□ 高齢者が就業から社会参加まで気軽に相談できるワンストップ窓口として「ながさき生涯現役応援セ

ンター」を長崎市内に開設し、県内2カ所にサテライトを開設

□ 高齢者の活躍促進をテーマとしたセミナーや離島等各地域で出張ミニセミナーの開催及び企業に対

する高齢者雇用の意識啓発及び仕事の開拓

・観光業・・・全地域（ただし保安分野は長崎、県北）

・製造業・・・長崎、県北、県央（ただし食品製造は全地域）

・福祉・介護・・・全地域（ただし保育分野は長崎、佐世保、県央等の都市部）

・医療・・・離島・半島を中心として全地域



【事業タイトル】大分県での生涯現役社会の実現に向けたシニア雇用推進事業

【事業構想提案団体】大分県シニア雇用推進協議会（事業対象地域：大分県）

大分県では、平成28年度に大分県中高年齢者就業支援センター内に「シニア雇用推進オフィス」を設置し、個別

企業訪問等を通じてシニア雇用の普及啓発を行っている県と、「平成28年度生涯現役促進地域連携事業」を受託

した協議会とが連携して 、シニア世代の就業機会の拡大に努めてきたところ。

これらの取組を実施する中、雇用情勢の改善を背景に、特にここ1年で人手不足の事業所が増えており、中には

60歳以上の者の雇用を検討している企業がでてきていることから、シニア層で働く意思はありながら求職活動を

行っていない潜在的求職者の掘り起こしとマッチングが喫緊の課題となっている。

このため、引き続き広くシニア雇用の必要性などを周知していくとともに、シニア世代の就業意識調査の実施、

退職後の職業生活設計や就職活動支援に関するセミナーの開催、シニア世代を対象とした合同企業説明会の開

催等を通じて、シニア求職者の掘り起こしとシニアを活用した人手不足対策に力を入れるものとなっている。

〈重点業種〉

製造業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉

【主な事業内容】

□ シニア世代の就業に関する意識調査の実施

□ 新聞への意見広告や地元情報誌への記事広告の掲載をはじめとするシニア雇用推進のための

各種啓発活動の実施

□ 経済団体等との共催によるシニア雇用推進をテーマとした研修会等の開催

□ 就職活動支援セミナー、職業生活設計セミナー、企業・団体向け出張セミナーの開催

□ シニア世代を対象とした合同企業説明会（職場見学、職場体験）の開催

生涯現役促進地域連携事業（平成２９年度開始分）応募団体

大分県
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