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【事業タイトル】「豪雪地帯よこて」で力強く生きる高年齢者～生涯現役で目指せ健康長寿日本一！
【事業構想提案団体】横手市生涯現役促進協議会（事業対象地域：秋田県横手市）

【主な事業内容】

□ コミュニティＦＭや高年齢者雇用マッチングサイトによる高年齢者就業に関する情報発信

□ 高年齢者に対する意識調査、企業に対するワークシェア可能な業務に関する調査の実施

□ 企業に対する、高度な技能や専門知識を有する高年齢者の有効活用に関するセミナーの開催

□ 高年齢者に対する就業を前提とした生涯設計を目的とした「定年後のセカンドライフ設計セミナー」の開催

□ 事業所と高年齢者のマッチングのための相談窓口の開設、合同就職面接会、企業訪問バスツアーの実施

□ 除雪作業や援農のための講習会等の実施

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体

横手市

横手市は、平成17年に８市町村が合併して誕生した。合併当初10万人を超えていた人口は毎年減少し続けて

92,197人となり、高齢化率は35.2％と、人口減少・高齢化とも全国で最も速いペースで進行している。また、有効求

人倍率は1.44倍（H29.12）となっており、人手不足が課題となる中、高年齢者の活躍推進による労働力確保が必

要である。

そのため本事業では、事業主に対するセミナーを実施し、高度な技能や専門知識を持つ高年齢者の有効性を

認識してもらうとともに、高年齢者に対しては各種セミナーや相談窓口での支援、高年齢者を対象とした企業合同

説明会の開催、企業訪問バスツアーなどにより就業意欲促進を図る。また、人手不足が顕著な除雪作業や援農

のための講習会を行い、こうした分野で高年齢者を活用することで、地域課題の解決にもつなげる。

〈重点業種〉 製造業、サービス業・小売業、農業、建設業
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【事業タイトル】 群馬県生涯現役促進地域連携事業～人生の「裾野は長し赤城山」プロジェクト～
【事業構想提案団体】赤城山プロジェクト協議会（事業対象地域：群馬県）

群馬県

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体

【主な事業内容】

□ 生涯現役社会実現に向けた機運醸成のためのシンポジウムの開催

□ 高年齢者に対する意識調査、企業への高年齢者活用に係る意識調査の実施

□ 高年齢者や家族、高年齢者の力を求める企業のための相談窓口の開設

□ 企業や各種団体と高年齢者の相互理解を図るための交流会の開催

□ 高年齢者向けの意識改革セミナーや企業向けの高年齢者活用を啓発するセミナーの開催

群馬県では、少子高齢化による人口減少が労働力不足へ直結し、既に深刻な問題となっている。産業界では潜

在的な労働力である高年齢者の活用に関心が高く、期待も大きいが、65歳以上の高年齢者の就職率は他の年齢

層に比べて低く、高年齢者の希望と企業側のニーズがマッチしていない状況がある。

そのため本事業では、こうしたニーズや阻害要因を調査し、それらを踏まえて、生涯現役シニア相談窓口の開設、

企業や各種団体とシニアの交流会、各種セミナーの実施などを通じて高年齢者が活躍しやすい環境を整備してい

く。

本事業は県都・前橋市を中心に実施し、その後蓄積したノウハウと前橋市での実施事例を活かし、県内の他の

市町村への展開を目指す。

〈重点業種〉 医療・福祉、卸売業・小売業、製造業、農業
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【事業タイトル】 プロダクティブ・エイジングで目指す「シニアが輝くゴールドタウン小田原」
【事業構想提案団体】小田原市生涯現役推進協議会（事業対象地域：神奈川県小田原市）

小田原市では、シニアが元気に活動し豊富な人生経験を地域の課題解決につなげる「プロダクティブ・エイジン

グ」の考えのもと、シニアの就労や社会参加活動を応援する取り組みを行ってきたが、高年齢者の活躍を十分に

支援できているとはいえない現状がある。そのため、地域の関係団体が連携し、それぞれの強みを活かした事業

を展開することで、より一層、高年齢者が輝く環境を整備していく必要がある。

そのため本事業では、 事業主と高年齢者へのニーズ調査、その結果を踏まえた高年齢者向けのセミナーの実

施、事業所訪問による高年齢者に適した仕事の切り出し、高年齢者雇用への意識啓発、セカンドライフ応援窓口

の開設による高年齢者や高年齢者の雇用を考えている事業所への支援等を実施する。

〈重点業種〉 観光関連（飲食店・宿泊業）、農林漁業関連、福祉関連（子育て・介護）

【主な事業内容】

□ 事業展開の基礎データとするための事業所と高年齢者へのニーズ調査

□ 定年前の方や無関心層の高年齢者がセカンドライフを考えることを目的とする「生涯現役の達人４

Daysセミナー」の開催

□ 事業所訪問による高年齢者雇用への意識啓発、仕事の切り出しによる高年齢者雇用の受け皿確保

□ 高年齢者雇用に関する成功事例や制度的なメリットを紹介する「シニア雇用の達人２Daysセミナー」

の開催

□ 就労を希望する高年齢者や高年齢者雇用を考えている事業所のためのセカンドライフ応援窓口の開設

小田原市

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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【事業タイトル】 にいがたシニア活躍応援団～地域を 暮らしを「支える・見守る」シニアの応援～
【事業構想提案団体】公益社団法人新潟県シルバー人材センター連合会（事業対象地域：新潟県）

新潟県では、全国平均を上回るペースで少子高齢化が進み、労働力人口が大幅に減少し、また、労働力人口に

占める55歳以上の高年齢者の割合は上昇を続けている。今後も一定の労働力を確保していくためには高年齢者

の労働力率を上昇させていくことが重要となってくる。また、高年齢者が積極的に社会参加し、地域社会や暮らし

を支える・見守る主体となることは、地域社会の活性化にもつながることが期待される。

そのため本事業では、仕事セミナーの開催や製造業等の重点業種での仕事体験、見学会により高年齢者の就

業意欲を喚起するとともに、事業主に対しては、シニア人材活用セミナーの開催や高年齢者の活用に向けた意識

転換や業務の切り出しによる新たな職域の開拓などを実施する。

〈重点業種〉 製造業、医療・福祉、卸売業・小売業

【主な事業内容】

□ 充実したシニアライフ・セカンドライフを考えるきっかけとしてもらうための「生涯現役フォーラム」の開催

□ 就業・起業・社会参加の仕方等の基礎知識をまとめた「ライフスタイルハンドブック」の作成・配布

□ 事業主向けの「シニア人材活用ガイドブック」の作成・配布、「シニア人材活用セミナー」の開催

□ 企業訪問による高年齢者活用に向けた意識転換、業務の切り出しによる新たな職域の開拓

□ 製造業や福祉などの重点業種に係る講習会・体験会。見学会の開催

□ 就業への動機付けやための職業選択や働き方の提案・助言を行う相談窓口の開設

□ シニア限定合同企業説明会の開催

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体

新潟県
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【事業タイトル】 Smart Wellness City で創造する「セカンドライフみつけ」

【事業構想提案団体】みつけ生涯現役促進協議会（事業対象地域：新潟県見附市）

見附市では、少子高齢化と若者の市外県外への流出が顕著で、地域経済を支える人材の確保が急務となって

いる。こうした状況から、高年齢者が活躍する生涯現役社会を実現し、高年齢者を就業へ誘導することで、現役世

代の人材不足を補いながら、高年齢者の経験と技術の活用及び承継により地域経済の持続・発展を目指す必要

がある。

そのため本事業では、高年齢者には、就業意識を啓発するためのセミナーや企業への就業体験、事業主に対し

ては、高年齢者の活用の有効性を認識してもらうためのセミナーや高年齢者のための分業化マニュアルの作成

支援などの実施により、生涯現役社会実現に向けた機運の醸成を図る。

〈重点業種〉 介護福祉、建設、繊維

【主な事業内容】

□ 高年齢者向けの「年金と働き方セミナー」「生涯現役セミナー」の開催

□ シニア層に起業・創業を意識してもらうための「シニア起業・創業セミナー」「シニア起業・創業塾」の開催

□ 事業主向けの「高年齢者人材活用促進セミナー」の開催

□ 高年齢者雇用を検討している事業主向けの分業化マニュアルの作成支援

□ 高年齢者及び企業向けの相談窓口の開設

□ 市内企業、高年齢者ともに安心して雇用・就業するための就業体験の実施

見附市

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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【事業タイトル】 ひょうご生涯現役促進事業
【事業構想提案団体】一般財団法人兵庫県雇用開発協会（事業対象地域：兵庫県）

兵庫県では、人口減少・高齢化や都市部への人口集中・偏在による人手不足が大きな課題となっている。こうし

た課題に対応するためには、高年齢者のニーズに対応する多様な働き方を提案し、活躍の場を広げる環境整備

が必要である。

そのため本事業では、 企業に対しては、企業訪問やセミナーの実施により、高年齢者が取り組みやすい仕事

の切り出しの提案や高年齢者雇用の先進事例の紹介を行うとともに、高年齢者に対しては、高年齢者が働き続け

られる意識の醸成を図るためのセミナーや起業を希望する者に対するセミナーなどを実施する。また、人手不足

が顕著な「製造業」「卸売・小売業」「介護サービス」の業種においては、短期就業体験や合同企業面接会を実施

するなど、高年齢者の活躍の場を広げる取り組みを行っていく。

〈重点業種〉 製造業、卸売・小売業、介護サービス業

【主な事業内容】

□ 高齢者の就労相談体制を構築するための就労相談窓口の開設

□ 高齢者向けの仕事の切り出しなど新たな雇用を開拓するための企業訪問の実施

□ 人手不足が顕著な重点業種で高齢者の就業を促すための短期就業体験の実施

□ 高齢者の有効活用に関する先進事例などを紹介するセミナーの実施

□ 高齢者の就業や企業を促すためのセミナーの実施

□ 重点分野を中心とした合同企業面接会の実施

兵庫県

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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【事業タイトル】 人生１００年！熟練の技と英知が未来を拓く あっ晴れ！おかやま生涯現役

プロジェクト
【事業構想提案団体】岡山県生涯現役促進協議会（事業対象地域：岡山県）

岡山県は、有効求人倍率が全国平均を大きく上回っており、人手不足が深刻な状況にある。また、高齢化も進

んでおり、これらの問題の解決には経験豊富で働く意欲のある高年齢者のマンパワーを活用することが不可欠で

ある。

そのため本事業では、高年齢者ひとりひとりにあった働き方をマッチングしていく「おかやまシニア就業サポート

デスク」を岡山県庁内に開設し就職支援を実施する。 また、働く意欲のある高年齢者に対するスキルアップセミ

ナーや職場見学会、職場体験会を開催する。

事業主には、豊富な経験や技術を持つ高年齢者を重要な戦力として認識してもらうためのフォーラムの開催や

ハローワーク、シルバー人材センターと連携したマッチングを実施していく。

〈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】

□ 高年齢者の就業や社会参加等の希望を相談できる「おかやまシニア就業サポートデスク」の開設

□ 高年齢者の雇用促進に向けた事例紹介や講演会を行うフォーラム（高年齢者雇用推進大会）の開催

□ 高年齢者雇用の必要性を周知するセミナーの開催

□ 高年齢者が実際に就業している企業への職場見学や職場体験の実施

□ 重点業種に関するジョブチェンジ・スキルアップセミナーの開催

岡山県

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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【事業タイトル】 「人生１００年時代」を見据えた シニア活躍促進プロジェクト
【事業構想提案団体】福山市生涯現役促進地域連携協議会（事業対象地域：広島県福山市）

福山市は、中国地方で４番目の人口を有する中核市であり、繊維産業や鉄鋼業など多種多様な産業が集積す

るものづくりの都市である。人口増加は続いているものの、生産年齢人口は減少傾向にあり、市内の製造業の６

割以上が「人材の確保」を経営課題とするなど、人手不足が大きな問題となっている。

こうした問題を解決するためには、就労意欲のある高年齢者の豊富な知識や経験を活かし、年齢に関わりなく

活躍できる「生涯現役のまち」を目指していく必要がある。

そのため本事業では、事業所向け、高年齢者向けにニーズ調査を実施し、双方のニーズを把握したうえで、相

談窓口や就職面接会により高齢者と事業所とのマッチングを図っていく。また、重点業種である製造業での人手

不足に対応するための製造スキル習得講座などを実施する。

〈重点業種〉 製造業

【主な事業内容】

□ 事業所向け、高年齢者向けのニーズ調査の実施

□ 高年齢者雇用に関する各種制度や協議会の活動内容を紹介する企業向けパンフレットの作成・配布

□ キャリアコンサルタント等を講師に招き、生涯設計の必要性や就労への意識啓発を図るためのセミナー

の開催

□ 高年齢者と企業のマッチング等を行う相談窓口の開設

□ 企業に対する高年齢者向けの業務の切り出しに関するカウンセリングの実施

□ 製造業へ就職を希望する高年齢者に対する製造スキル習得講座の実施

福山市

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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【事業タイトル】 高年齢者活用 みんなが活躍できる愛媛づくりプロジェクト
【事業構想提案団体】愛媛県生涯現役促進地域連携事業推進協議会（事業対象地域：愛媛県）

愛媛県では、人口減少・少子高齢化の進展により生産年齢人口が長期的に減少しているうえ、次世代を支える

若者も進学や就職をきっかけとして県外に流出するなどにより、県内の幅広い業種で人手不足となっており、人材

の確保が重要な課題となっている。こうした中、働く意欲のある高年齢者がその能力や経験を活かして活躍するこ

とが、人手不足やその他の県が抱える問題（障害者雇用、空き家対策）の解決につながる。

そのため本事業では、高年齢者の就労の場の拡大を図るための「高年齢者活用プラン」の企業への提案による

高年齢者の就労の場の拡大、高年齢者向けのセミナーや就職相談会・面接会などにより高年齢者を就労に導く。

また、障害者サポーター養成研修や空き家管理基礎知識講座の実施により、県が抱える問題の解決に高齢者を

活用する仕組みを構築する。

〈重点業種〉 卸売業・小売業、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・娯楽業（その他のサービス業）

【主な事業内容】

□ 高年齢者活用ニーズ調査とニーズに応じた「高年齢者活用プラン」の企業への提案

□ 高年齢者向け生活設計セミナーの開催

□ 高年齢者向けの就職相談会・面接会の実施

□ 障がい者等サポーター養成研修の実施、障がい者雇用サポート事業の実施

□ 空き家管理基礎知識講座の実施

愛媛県

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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【事業タイトル】官民協働の組織連携により潜在的労働力を掘り起こし、高年齢者の就労機会の拡大
を推進する事業

【事業構想提案団体】高知県生涯現役促進地域連携協議会（事業対象地域：高知県）

高知県では、若者の県外流出や全国に10年ほど先行して進行する高齢化により、65歳以上の高年齢者が総人

口の約34％を占めており、産業振興を図るうえで高年齢者の活躍が不可欠である。そのため、働く意欲のある高

年齢者が能力や経験を活かし、年齢にかかわりなく活躍し続けられる「生涯現役社会」づくりを目指す取り組みが

急がれる。

そのため本事業では、高年齢者の就労意欲を向上させるためのセミナーや高年齢者が未経験の職種を体験す

る職場体験を実施することにより高年齢者の就労を促す。また、事業主に対しては、意欲と能力のある高年齢者

活用を啓発するとともに、高年齢者が就業可能な仕事の切り出しなどの高年齢者活用プランの提案を行う。

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

【主な事業内容】

□ 高年齢者及び事業主に対する高年齢者就業意識調査の実施

□ 高年齢者の再就職や活用に関する相談窓口の開設

□ 高年齢者の就労意欲を向上し、再就職に必要な情報の提供やスキルアップに資するセミナーの開催

□ 高年齢者の雇用に積極的な企業と再就職意欲のある高年齢者とのマッチングを図る就職合同説明会の

開催

□ 事業所に対する高年齢者活用プランの提案と仕事の開拓

□ 高年齢者に未経験の職種や企業の雰囲気を体験してもらう職場体験の実施

高知県

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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【事業タイトル】「長寿で輝く」くまもと 生涯現役社会の実現に向けた就労促進事業
【事業構想提案団体】熊本県生涯現役促進地域連携協議会（事業対象地域：熊本県）

熊本県では、少子高齢化や若者の県外流出に伴う人材不足が重要な課題となっている。また、熊本地震から2

年が経ち、復旧・復興に向けた需要により、人材不足が更に深刻化している。こうした状況から高年齢者の知識・

技術等が今まで以上に必要とされており、希望や能力に合う多様な就労により高年齢者が活躍できる「長寿で輝

く」社会の実現を目指す必要がある。

そのため本事業では、高年齢者に対する意識醸成や高年齢者でも就労可能なワークシェアリングの提案を行う

ための事業所訪問、重点業種を中心に高年齢者と事業者との新たなマッチングのきっかけをつくるための職場体

験、高年齢者、事業者、マッチング機関が一同に会し、シンポジウム、相談会、合同面接会等を同時に行う「総合

フェア」などを実施する。

〈重点業種〉 福祉・医療、農業、商工業（主として小売業）、

【主な事業内容】

□ 高年齢者の就労意識や事業者の高年齢者活用等に関する調査・分析

□ 高年齢者や事業者からの相談に対応する総合相談窓口の開設

□ 就労マッチング支援システムを活用したマッチング支援

□ 高年齢者就労の意識醸成、高年齢者でも就労可能なワークシェアリングの提案などを行う企業訪問

□ 高年齢者、事業者、マッチング機関が一同に会し、シンポジウム、相談会、合同面接会等を同時に行う「総合フェ

ア」の開催

熊本県

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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【事業タイトル】アクティブシニアが活躍する地域社会づくり促進事業
【事業構想提案団体】鹿児島県アクティブシニア活躍推進協議会（事業対象地域：鹿児島県）

鹿児島県は、全国より先行した高齢化率の上昇と、生産年齢人口の減少に加え、若年層の県外流出等により、

県内企業等における人手不足が深刻化している。県内経済の持続的な発展と地域の活性化のためには、働く意

欲のある高年齢者をサポートシニア人材として無理のない範囲で就労に導くことなどにより人手不足の緩和につ

なげる取組が必要である。

そのため本事業では、高年齢者を多様な就労に導くため、就職面接会の開催や起業に関するアドバイスや情報

の提供、市町村別にニーズの高い分野でのサポートシニア人材の育成に係る基礎的な能力習得のためのセミ

ナーなどを実施する。また、企業側の高年齢者の活用に対する意識を高めるため、企業を訪問し、高年齢者の活

用に関する好事例の提供や高年齢者雇用に関するアドバイスを実施する。

〈重点業種〉 農林水産業（農業）、食料品製造業、観光業（宿泊業・飲食サービス業）、医療・福祉（社会福祉・介

護事業・保育）

【主な事業内容】

□ 県内企業に対する高年齢者雇用に関するニーズ調査、好事例の収集

□ 退職後の人生設計を考え、準備するきっかけを作るための「生涯現役のためのライフプランセミナー」の開催

□ 企業訪問による、好事例の情報提供、高年齢者雇用に関するアドバイスの実施

□ 高年齢者の多様なニーズに対応するための、就職面接会、ボランティア・キャリア見本市、起業支援コーナーの同

時開催

□ 県内市町村のニーズに応じ、市町村別にサポートシニア人材の育成に係る業務能力の習得のための業種別セミ

ナーの開催

鹿児島県

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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【事業タイトル】繋げよう地域の“宝”！！世代連携で挑む宮古島シニア人財就労参加応援事業！！
【事業構想提案団体】宮古島市生涯現役促進協議会（事業対象地域：沖縄県宮古島市）

宮古島市は、沖縄県内では高齢化率が高く、就労者に占める高年齢者の割合も高いが、就労している高年齢

者の割合は減少傾向にある。 一方、観光や福祉分野では労働力不足が深刻であるものの高年齢者の積極的な

活用が行われていない。また、地域の問題として、公共交通機関が脆弱であるため免許証を返納した高年齢者が

買い物難民化する現状がある。

これらの問題に対応するため本事業では、地域の高年齢者と企業をつなぐ「高年齢者就職マッチング相談会」

の開催、事業所訪問による高年齢者向けの仕事の切り出し等のアドバイス、高年齢者を活用した買い物支援

サービスの確立に向けた検討など実施する。

〈重点業種〉 介護福祉分野、観光分野

【主な事業内容】

□ 地域高年齢者の実態に関する調査の実施

□ 事業所訪問による高年齢者向けの仕事の切り出し等のアドバイスの実施

□ 業種を問わず必要となる基礎知識等の習得を目指した研修の実施

□ 地域の高年齢者と企業をつなぐ「高年齢者就職マッチング相談会」の開催

□ 高年齢者を活用した買い物支援サービスの確立に向けた検討

宮古島市

生涯現役促進地域連携事業（平成３０年度開始分 第１次募集）応募団体
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