
No 自治体名 協議会名 ホームページ

1 神奈川県秦野市 秦野市生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://rarea.events/features/geneki
2 新潟県柏崎市 柏崎地域シニア活躍支援協議会 https://k-senior.jp/
3 広島県竹原市 竹原市生涯現役促進地域連携協議会 https://takehara-aasapo.jp/
4 山口県美祢市 MINE・秋吉台シニアワーク地域連携協議会 https://mine-senior.jp/

1 茨城県取手市 取手市生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://toride-greenfield.jp/
2 神奈川県小田原市 小田原市生涯現役推進協議会 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/secondlife/
3 新潟県 新潟県生涯現役促進地域連携協議会 https://www.niigata-geneki.jp/
4 新潟県見附市 みつけ生涯現役促進協議会 https://www.mitsuke-geneki.net/
5 岡山県 岡山県生涯現役促進協議会 https://www.job-agency-okayama.jp/senior/
6 広島県福山市 福山市生涯現役促進地域連携協議会 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/
7 愛媛県 愛媛県生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://ehime-syougaigeneki.jp/
8 高知県 高知県生涯現役促進地域連携協議会 http://www.ca.pikara.ne.jp/shogai/
9 熊本県 熊本県生涯現役促進地域連携協議会 https://ultra65pluskumamoto.jp/

10 沖縄県宮古島市 宮古島市生涯現役促進協議会 https://miya-geneki.wixsite.com/mysite

　連携推進コース

　地域協働コース

令和３年度　生涯現役促進地域連携事業 開始地域一覧



No 自治体名 協議会名 ホームページ

1 北海道帯広市 帯広地域雇用創出促進協議会 https://jobjob-tokachi.jp/
2 北海道鷹栖町 鷹栖町生涯現役促進協議会
3 青森県つがる市 つがる市生涯現役促進協議会
4 秋田県 秋田県生涯現役促進協議会 https://active-akita.com/
5 埼玉県和光市 和光市生涯現役促進協議会 https://wako-geneki.com/
6 埼玉県秩父市 ちちぶ雇用活性化協議会 https://www.chi-koyo.jp/nevertiree/
7 東京都西東京市 西東京市生涯現役応援協議会
8 長野県長野市 長野市生涯現役促進協議会 https://www.nagano-geneki.jp/
9 岐阜県 岐阜県生涯現役促進地域連携協議会 http://www.gifu-silver.or.jp/

10 愛知県額田郡幸田町 幸田町シニア・シルバー世代サポート推進協議会 https://kota-sss.com/
11 三重県 三重県生涯現役促進地域連携協議会 https://mie-geneki.com/
12 岡山県瀬戸内市 瀬戸内市生涯現役促進協議会 https://yume-seto.com/
13 佐賀県基山町 基山町生涯現役促進地域連携協議会 https://geneki.kiyamanet.com/
14 鹿児島県いちき串木野市 いちき串木野市生涯現役促進協議会 https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/20210216.html

1 秋田県大館市 大館市高齢者活躍支援協議会 https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/shokou/p814
2 山形県山形市 やまがた生涯現役促進地域連携事業協議会 https://yamagata-geneki.jp/
3 千葉県柏市 柏市生涯現役促進協議会 http://kashiwa-secondlife.com/
4 神奈川県鎌倉市 生涯現役促進地域連携鎌倉協議会 https://www.kamakura-geneki.net/
5 富山県 富山県生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://job-suishin.jp/
6 石川県 石川県人材確保・定住推進機構
7 山梨県 やまなしシニア世代就労推進協議会 https://www.yamanashisenior.jp/
8 愛知県 愛知県高年齢者就業促進協議会 http://ailabor.or.jp/guide/works/geneki
9 京都府 京都府元気シニア活躍協議会 https://www.g-shinia.com/

10 大阪府 大阪府高年齢者就業機会確保地域連携協議会 https://www.senior-center.jp/
11 大阪府豊中市 豊中市生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/roudou/syogaigeneki/index.html
12 鳥取県米子市 米子市生涯現役促進協議会 https://www.yonago-haturatu.org/index.html
13 岡山県総社市 総社市生涯現役促進協議会 http://www.soja-60geneki.city.soja.okayama.jp/
14 徳島県 徳島県生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://syougai-geneki.com/
15 愛媛県松山市 生涯現役促進松山地域連携協議会 http://matsuyama-renkei.ne.jp/
16 福岡県 福岡県70歳現役社会推進協議会 https://www.70-f.net/
17 長崎県 長崎県生涯現役促進地域連携協議会 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/shogai-geneki/index.html
18 大分県 大分県シニア雇用推進協議会 https://www.pref.oita.jp/site/sme/oita-senior-kyogikai.html
19 宮崎県 みやざきシニア活躍推進協議会 https://www.m-senior.net/

　連携推進コース

　地域協働コース

令和２年度　生涯現役促進地域連携事業 開始地域一覧



No 自治体名 協議会名 ホームページ

1 青森県中泊町 中泊町生涯現役いきいき活躍プロジェクト協議会
2 青森県平内町 ひらない生涯現役促進協会 https://www.hranai-sgsk.jp/
3 岩手県陸前高田市 陸前高田市生涯現役促進地域連携協議会 https://syougai-geneki.uwc-rikuzentakata.net/
4 宮城県仙台市 仙台市生涯現役促進協議会 https://www.sendai-sgsk.com/
5 福井県 福井県生涯現役促進地域連携協議会
6 長野県大町市 大町市生涯現役促進地域連携協議会 https://www.omachi-geneki.org/

7 長野県松本市 松本市生涯現役促進協議会 https://matsumoto-ikigai.jp/
8 岐阜県各務原市 各務原市生涯現役促進協議会 https://kic-geneki.com/
9 静岡県静岡市 静岡市生涯現役促進地域連携協議会 https://www.nextworkshizuoka.jp/

10 愛知県犬山市 犬山市生涯現役促進地域連携協議会 https://inuyama-ikigai.com/
11 愛知県新城市 新城市生涯現役促進地域連携協議会
12 滋賀県 滋賀県生涯現役促進地域連携協議会 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/306200.html
13 和歌山県新宮市 新宮市生涯現役促進地域連携協議会 https://shingu-geneki.com/
14 島根県出雲市 出雲市生涯現役促進協議会 https://www.izumo-geneki.jp/
15 香川県 香川県生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://kagawa-syougaigeneki.jp/
16 佐賀県 佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会 https://www.hatarakitaiken.com/
17 沖縄県浦添市 浦添市グッジョブ連携協議会 https://urasoe-goodjob.com/
18 沖縄県南城市 南城市生涯現役促進協議会 http://nanjo-geneki.okinawa/

令和元年度　生涯現役促進地域連携事業　開始地域一覧



No 自治体名 協議会名 ホームページ

1 秋田県横手市 横手市生涯現役促進協議会
2 茨城県取手市 取手市生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://toride-greenfield.jp/
3 群馬県 赤城山プロジェクト協議会 https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/55/shougaigenneki.pdf
4 神奈川県小田原市 小田原市生涯現役推進協議会 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/secondlife/
5 新潟県 新潟県生涯現役促進地域連携協議会 https://www.niigata-geneki.jp/seminar_life/
6 新潟県見附市 みつけ生涯現役促進協議会 https://www.mitsuke-geneki.net/
7 三重県玉城町 玉城町生涯現役促進協議会 https://t-geneki.amebaownd.com/
8 兵庫県 兵庫県生涯現役促進地域連携事業協議会
9 岡山県 岡山県生涯現役促進協議会 https://www.job-agency-okayama.jp/senior/

10 広島県福山市 福山市生涯現役促進地域連携協議会 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/
11 愛媛県 愛媛県生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://ehime-syougaigeneki.jp/
12 高知県 高知県生涯現役促進地域連携協議会 http://www.ca.pikara.ne.jp/shogai/
13 熊本県 熊本県生涯現役促進地域連携協議会 https://ultra65pluskumamoto.jp/
14 鹿児島県 鹿児島県アクティブシニア活躍推進協議会 https://active-senior.kagoshima.jp/
15 沖縄県宮古島市 宮古島市生涯現役促進協議会 https://miya-geneki.wixsite.com/mysite

平成30年度　生涯現役促進地域連携事業　開始地域一覧



No 自治体名 協議会名 ホームページ

1 北海道 北海道生涯現役促進協議会
2 岩手県遠野市 遠野市生涯現役いきいき促進協議会
3 宮城県東松島市 東松島市生涯現役促進地域連携事業推進協議会
4 秋田県大館市 大館市高齢者活躍支援協議会 https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/shokou/p814
5 山形県山形市 やまがた生涯現役促進地域連携事業協議会 https://yamagata-geneki.jp/
6 山形県酒田市 酒田市シニア雇用創造協議会 https://www.sakata-koyou.jp/
7 栃木県栃木市 栃木市生涯現役促進協議会 http://www.attakanet-tochigi.or.jp/dementia.html
8 千葉県柏市 柏市生涯現役促進協議会 https://www.city.kashiwa.lg.jp/fukushiseisaku/jigyosha/labor/sagasu/genekisokushin.html
9 神奈川県 神奈川県生涯現役促進協議会 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syougaigeneki.html

10 神奈川県鎌倉市 生涯現役促進地域連携鎌倉協議会 https://www.kamakura-geneki.net/
11 富山県 富山県生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://job-suishin.jp/
12 石川県 石川県人材確保・定住推進機構
13 福井県若狭町 若狭町生涯現役促進地域連携事業協議会
14 山梨県 やまなしシニア世代就労推進協議会 https://www.yamanashisenior.jp/
15 静岡県袋井市 ふくろい生涯現役促進地域連携協議会
16 愛知県 愛知県高年齢者就業促進協議会 http://ailabor.or.jp/guide/works/geneki
17 京都府 京都府元気シニア活躍協議会 https://www.g-shinia.com/
18 大阪府 大阪府高年齢者就業機会確保地域連携協議会 https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/senior_center/index.html
19 大阪府豊中市 豊中市生涯現役促進地域連携事業推進協議会 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/roudou/syogaigeneki/index.html
20 奈良県三郷町 三郷町生涯現役促進協議会 https://www.town.sango.nara.jp/machidukuri/syougaigennekisokushintiikirennkeijigyou.html
21 鳥取県米子市 米子市生涯現役促進協議会 https://www.city.yonago.lg.jp/20927.htm
22 岡山県総社市 総社市生涯現役促進協議会 http://www.soja-60geneki.city.soja.okayama.jp/
23 岡山県津山市 津山市生涯現役促進協議会
24 愛媛県松山市 生涯現役促進松山地域連携協議会 http://matsuyama-renkei.ne.jp/
25 福岡県 福岡県70歳現役社会推進協議会 https://www.70-f.net/
26 長崎県 長崎県生涯現役促進地域連携協議会 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/shogai-geneki/index.html
27 大分県 大分県シニア雇用推進協議会 https://www.pref.oita.jp/site/sme/oita-senior-kyogikai.html
28 宮崎県 みやざきシニア活躍推進協議会 https://www.m-senior.net/

平成29年度　生涯現役促進地域連携事業　開始地域一覧


