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【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。

〈重点分野〉

製造業、サービス業、農業、観光

【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２８年度応募団体（第２次募集）
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【主な事業内容】

□ 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」

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、平成28年から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。

〈重点分野〉

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２８年度応募団体（第２次募集）

神奈川県
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【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。

〈重点分野〉

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２８年度応募団体（第２次募集）
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【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）】



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、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。

〈重点分野〉

ものづくり、観光、卸売・小売、介護・福祉

【主な事業内容】

□ 高年齢期の多様な働き方などを喚起する「生涯現役促進のための高年齢者対象シンポジウム」の開催

□ 重点分野を中心に高年齢者雇用のメリットなどを講演する「高年齢者活用に資する企業啓発シンポジウ

ム」の開催

□ 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

生涯現役促進地域連携事業 平成２８年度応募団体（第２次募集）

京都府

４

【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）】



【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。

〈重点分野〉

小売業、宿泊業、福祉、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２８年度応募団体（第２次募集）
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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援農希望の高年齢者による労働力サポートなどによって

「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。

〈重点分野〉

農林水産業（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、就業希望の高年齢者と生産農家等にマッチングを図るための

「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」の実施

生涯現役促進地域連携事業 平成２８年度応募団体（第２次募集）
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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、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。

〈重点分野〉

小売業、食料品製造業

【主な事業内容】

□ 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

□ 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

生涯現役促進地域連携事業 平成２８年度応募団体（第２次募集）
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【事業タイトル】ながさき生涯現役応援センター（仮称）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(仮称)」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。

〈重点分野〉

観光業、製造業、福祉・介護（介護・保育）、医療（看護）

生涯現役促進地域連携事業 平成２８年度応募団体（第２次募集）

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（仮称）」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
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