
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

総社市生涯現役促進協議会の設立

総社市の高齢者支援・雇用・経済・観光などに関係する機関が構成員となり,高年齢者の
多様な就業の機会確保について情報を共有し,連携の緊密化を図るとともに地域の課題解
決に向けた方策を検討するために協議会を設立する。
平成２８年度は,協議会により作成された事業構想および計画を厚生労働省へ事業提案を
行う。

厚生労働省

②事業提案
③採択

④事業委託・事業費負担

協議会の業務・役割

①協議会設置

・事務局・会計を置く

・関係機関との連携の緊密化

・高年齢者の多様な就業について情報共有

・高年齢者の雇用機会の確保方策を協議

構成

総社市社会福祉協議会

総社市

老人クラブ連合会

総社吉備路商工会

総社商工会議所

吉備信用金庫総社市観光協会

ＮＰＯ法人吉備野工房ちみち

シルバー人材センター

岡山県立大学

25



所 属 役職

総社商工会議所 会頭

総社吉備路商工会 会長

社会福祉法人 総社市社会福祉協議会 会長

公益社団法人 総社市シルバー人材センター 理事長

総社市老人クラブ連合会 会長

総社市観光協会 会長

公立学校法人 岡山県立大学 教授

吉備信用金庫 理事長

NPO法人 吉備路工房ちみち 代表

総社市 市長

所 属 役職

岡山労働局 職業安定部 職業対策課 高齢者対策担当官

倉敷中央公共職業安定所 総社出張所 所長

総社市 副市長

総社市 政策監

総社市 総合政策部 部長

総社市 産業部 商工観光課 課長

支援員（正） 支援員（副）

ワンストップ相談窓口（委託）

各種セミナーの運営・管理等

事務局

事業統括員 1名

長寿介護課長
事務局の総括

センター長
相談窓口の総括

会計事務責任者 1名

長寿介護課長補佐
会計責任者

事業推進者 2名

長寿介護課職員
統括員・会計補助

事業推進員 1名

公募 経理
アシスタント

協議会委員 オブザーバー

総社市生涯現役促進協議会 組織図
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
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月日 内容

Ｈ28.1.20 全国屈指福祉会議 高齢者支援部会
７５歳社会の実現（高齢者雇用の促進）について施策提案

Ｈ28.3.30 全国屈指福祉会議 高齢者支援部会
厚労省メニューの「生涯現役促進地域連携事業」について共有

Ｈ28.4.11 高齢者の就労等に関する意識調査実施（市内在住の60歳～70歳の方）（～Ｈ28.5.6）

Ｈ28.4.12 市議会 文教福祉委員会 所管事務調査
そうじゃ７５歳総活躍社会の実現にむけた取組について説明

Ｈ28.4.18 「そうじゃ７５歳総活躍社会実現協議会（仮称）」設置に関する準備会

Ｈ28. 5. 2 厚労省「生涯現役促進地域連携事業」募集開始（～Ｈ28.6.30）

Ｈ28.5.20 市議会 文教福祉委員会 所管事務調査
「生涯現役促進地域連携事業」について説明

Ｈ28.6.27 総社市生涯現役促進協議会設立総会
平成28年度事業実施計画

Ｈ28.6.30 事業構想提案書提出

Ｈ28.7.14 厚労省ヒアリング

Ｈ28. 8. 4 平成28年度事業実施計画採択

Ｈ28.9.23 協議会総会
事業構想計画，高年齢者雇用に関するワンストップ相談窓口設置協議

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

生涯現役地域連携促進事業 事業開始までの動き
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月日 内容

Ｈ28.10.1 事業開始

Ｈ28.10.9 そうじゃ60歳からの人生設計所（ワンストップ相談窓口）開所式
同日保健福祉大会にて加藤一憶総活躍担当大臣講演（一億総活躍社会の実現に向けて）

Ｈ29. 2. 1 協議会総会
平成28年度事業実施状況報告
平成29年度事業構想計画・高年齢者就業機会確保計画について

Ｈ29.3.27 協議会総会
平成28年度事業報告・決算 平成29年度事業計画・予算案

H29. 4. 3 事業開始
平成29年4月3日から平成32年3月31日までの3ヵ年（H29.4.4 採択伝達式）

H29.12.9 地域の支え合いフォーラム2017inそうじゃ 開催
（そうじゃ６０歳からの人生設計所開設一周年記念）

Ｈ30.3.28 協議会総会
平成29年度事業報告・決算 平成30年度事業計画・予算案

Ｈ31.3.25 協議会総会
平成30年度事業報告・決算 平成31年度事業計画・予算案 令和２年度からの体制について

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

生涯現役地域連携促進事業 事業開始後の動き
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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

＜平成２８年度の主な事業内容＞
□ワンストップ相談窓口の設置

・高年齢者の就労，創業，社会参加等の希望を気軽に相談できる窓口
□高年齢者・企業合同説明会 ×１回
□高年齢者雇用促進メニュー ×１回

・高年齢者雇用促進に向けたシンポジウム
□先駆的事例セミナー ×１回
・事業主を対象とした，高年齢者の雇用に関する研修会

□スキルアップセミナー ×２回
・就労を希望する高年齢者に対して知識や技術を習得
・在日外国人や多言語話者である高年齢者に外国人観光客向けガイドの
スキル習得

□各種セミナー ×５回
・労働意識やライフプラン設計，生きがいづくりといった就労・創業への気づき

□農業者育成研修 ×６回
・農業関係機関のへ就労，兼業農家の補助員としての技術を学ぶ
・農業者としての創業

□女性限定セミナー ×５回
・女性の視点をいかした観光や食に関する就労・創業セミナー
・今までにない新しい感覚による事業の創出

「生涯現役促進地域連携事業」事業構想の提案 ～岡山県総社市～
そうじゃ

岡山県総社市
人口：６８，３３５人（Ｈ29.4.30）
位置：岡山県南西部に位置し，岡山市・倉敷市に隣接
主な観光地：作山古墳（全国10位），備中国分寺，宝福寺
事業所・従業員数：2,066件23,468人（Ｈ24経済センサス）

全国屈指の福祉先駆都市を目指し，高年齢者が主体となったまちづくりに取り組む。

働きたいと希望するすべての高年齢者が生きがいを持って、いつまでも働ける体制を整備
するとともに，経験や技術をいかし，就労や伸び悩む観光産業の活性化のけん引役とな
る。
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登 録 者：132名

相談件数：968件

就職者数：20名

・平成２８年１０月９日，総社市社会福祉協議会内に開設。

・職員２名体制で高年齢者の就職から地域貢献，ボランティアなど幅広くニーズを聞き取り，
一人ひとりの生きがいを持った生活を提案する。

・ハローワーク総社，シルバー人材センターなど関係機関と定例会議を開催し，働きたいと
希望する高年齢者の課題解決や情報共有を図る。

※平成28年度
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（１）ワンストップ相談窓口の設置



・平成２８年１０月９日，総社市保健福祉大会とあわせて開催。

・基調講演として「一億総活躍社会の実現に向けて」を演題に，加藤勝信 一億総活躍担当
大臣が講演。

・ステージ井戸端トークを企画し，働くことの楽しさや介護予防の大切さ，長寿の秘訣などＶＴ
Ｒにまとめ，加藤大臣，風早社会福祉協議会会長，市長でトークセッション。

平成２８年１０月９日開催

参加者：約８００名

人生設計所の開所ＰＲ

32

（２）高年齢者雇用促進啓発メニュー（シンポジウム）



・ハローワーク総社と企業訪問を実施し，高年齢者雇用の周知啓発を図る。

・シルバー人材センターの入会案内ブースを設置し，臨時的・短期的または簡易な業務から
未経験の業種で働くための能力を身につける。

・面接会前に就職サポートセミナーを開催し，生活スタイルの見直しや働くことへの意識を高
める。

平成２９年３月１４日開催
関係機関と連携し、実施
求職者６８名参加。事業所１６社
就職者７名。

約３０社/月の企業訪問

セミナーを面接会前に実施

33

（３）高年齢者・企業合同説明会



・東京に本社を置く高齢者会社「マイスター６０」から講師を依頼し，開催。

・総社地区雇用開発協会会員に呼びかけ，高齢化問題に立ち向かうべく先駆的な事例の紹
介を受ける。

・市内企業に高年齢者の雇用に対する壁を把握するとともに，自由な働き方が提供できる
メリットを共有していく。

平成２９年３月２４日（金）開催 ２５名参加
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（４）先駆的事例セミナー



・平成２９年３月１４日（火）に社会保険労務士による就職サポートセミナーと，２４日（金）に
マイスター６０のおもてなしシニア隊隊員が講演。

・企業合同面接会とあわせて就職に向けたスキルを身につけるセミナーとして開催。

・おもてなしシニア隊から観光産業の活性化と総社市の魅力を全国に発信する役割を高年
齢者が担う役割などについて講演

平成２９年３月１４日（火）
２４日（金）開催

３/１４ ６８名参加 ３/２４ １９名参加

社会保険労務士による就職サ
ポートセミナー

おもてなしと観光ガイドの意識向
上・ブランド化に関するセミナー

35

（５）スキルアップセミナー



・平成２９年２月２２日（水）から３月２８日（火）までに５回開催。

・「生きがい」（2/22 １６名），「創業」（2/28 ２５名），「生涯現役」（3/1 ６６名），「観光ガイド」
（3/1 ４１名），「介護予防」（3/28 １２名）様々な分野で活躍している
高年齢者を招聘し，参加者がこれから新たな生活を始めるきっかけづくりとする。

・気軽に参加しやすいセミナーを企画し，高年齢者層へ市の取組を口コミで広げていく。

５回開催

参加者延べ１６０名

高年齢者の生きがいづくりや
気づきのきっかけ

（６）セミナー研修
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・農業経験のある高年齢者が市内遊休地の維持管理や農作物の栽培から収穫に従事し，
その経験を生かした就業機会を提供する。

・地食べ公社の研修により，就業や兼業農家の補助員として活躍。

・ふるさと納税返礼品による総社産米の買取上乗せ分を高年齢者に分配。

１クール３回を２回開催
（2/16，2/23，3/2，3/9，3/16，3/23 １８名）

地食べ公社と連携し，
座学と実習によるセミナー

（７）農業者育成研修
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・観光や食に視点を置いた女性起業家の育成を５回シリーズで開催。
（1/11 1/25 2/19 3/8 3/15 ９名参加）

・自分の好きなこと・得意なことを活かして，地域の課題解決や地域づくり活動を行う力を身
につける。

・普段の生活にひと工夫を加えて商売にしていく。お金をもらうことは悪いことではなく，社会
貢献になることを実践し，体験により学ぶ。

平成２９年１月１１日から開催
観光案内所で実践セミナー

（８）女性限定セミナー
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山陽新聞H29.4.5

39



資料：ハローワーク総社

生涯現役促進協議会の設立から「そうじゃ６０歳からの人生設計所」の開設により
働きたいと希望する高年齢者が増加。また、市内誘致企業へ労働力が集中する
ことにより、地元企業の求人に対するマンパワー不足が課題となっていることか
ら、今後の取組により、安定した求人・求職のマッチングを行う数値目標を設定。

３０．０％増

平成２７年１０月～平成２８年３月
就職者数 １６０人

平成２８年１０月～平成２９年３月

就職者数 ２０８人

総社市生涯現役促進協議会の目標設定

◆５５歳以上の就職者数

求人・求職者の前年比の増加傾向を継続していくことから本事業を実施した効果として

高年齢者の雇用１，０００人（期間：Ｈ29.4～Ｈ32.3）を目標と設定する。

【378人／年】

・数値はハローワーク総社の５５歳以上就職者件数を積み上げ

【334人／年】
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（１）ワンストップ相談窓口の設置

（２）高年齢者雇用促進啓発メニュー（シンポジウム） ×１回

（３）シニア向け企業就職面接会 ×１回

（４）先駆的事例講演会 ×２回

（５）スキルアップセミナー ×４回

（６）セミナー研修 ×５回

（７）農業者育成研修 ×８回

（８）女性限定就業・創業サロン ×２１回

平成２９年度 事業実施
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【そうじゃ６０歳からの人生設計所 平成２９年度実績】

○就職者数：７０名（男４１人 女２９人）
55～59歳 12人，60～64歳 13人，65～69歳 34人
70～74歳 11人

○登録者数：１１４名（男６４人 女５０人）
55～59歳 13人，60～64歳 25人，65～69歳 49人
70～74歳 19人，75～79歳 4人，80歳～ 4人

○延相談件数：２，１４９件（月平均 約１７９件）

○ボランティアへ繋げた数 7人
主な活動先：生花講師 1人，ワンステップ講師 2人

あいあいファミリーサポーター 1人
にこにこサポーター 2人，保育士･幼稚園講師等登録 1人

○センターとの連携した人数
生活困窮支援センター 10人，ひきこもり支援センター 1人
権利擁護センター 1人，障がい者千五百人雇用センター 7人

※Ｈ29.4～Ｈ30.3

（１）ワンストップ相談窓口の設置
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・平成２９年１２月９日，生活支援体制整備事業啓発研修とあわせて「地域の支え合いフォー
ラム２０１７inそうじゃ」を開催。

・倉敷芸術科学大学学長補佐濱家輝雄氏による講演と美作大学教授小坂田稔氏をコーディ
ネーターに市民参加型活動報告会を開催。

平成２９年１２月９日開催

参加者：約４００名

人生設計所開所一周年記念

（２）高年齢者雇用促進啓発メニュー（シンポジウム）
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日 時：平成29年12月9日（土）13：30～16：30

会 場：総社市総合福祉センター3階大会議室

参加者：400名

内 容：【第1部】

（1）動画紹介「The！地域の声♪まちかどインタビュー！」

（2）講演「人生これから！～あなたが輝ける場所を見つける旅に出かけよう！～」

講師：倉敷芸術科学大学 学長補佐 濱家 輝雄 氏

【講 演】

♪地域で支え合う姿をめざす！

私たち一人ひとりが

できることを見つける！

一緒に考えましょう！

♪～1人ひとりが輝き！みんながつながる！ふくしの輪～

地域社会における風土 とは･･･
「風の人（転入・移住者など）」と

「土の人（地元に住んでいる人）」が交わること！

そうじゃ60歳からの人生設計所 開設1周年記念 ／ 生活支援体制整備事業啓発研修

日本地図の真ん中は「総社市」！

♪みんなが住んでいる地域（まち）がど真ん中！

「孤立」をしない！「孤立」をさせない地域！

【The！地域の声 ♪まちかどインタビュー！】

～支え合いニュースの時間です～
少子高齢社会・2025年問題を前に、今こそ！「住民

参加型による地域づくり」「地域での支え合い活動」

が求められています。

支え合いニュース

倉
敷
芸
術
科
学
大
学

濱
家

輝
雄

先
生

長
生
き
の
秘
訣
は
・・・

暴
飲
暴
食
を
し
な
い
こ
と
！
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そうじゃ60歳からの人生設計所 開設1周年記念 ／ 生活支援体制整備事業啓発研修

内 容：【第2部】

（3）市民参加型活動報告会～そうじゃ端会議～

「1人ひとりが輝き！みんながつながる！ふくしの輪～」

・総社市民応援隊長：美作大学生活科学部 社会福祉学科教授 小坂田稔 氏

・活動報告者 ①「住民主体の生活支援サービス」

総社市生活支援にこにこサポーター連絡会

②「地域の集い・居場所づくり」

ちいさな道の駅池田

③「生涯現役（生きがいづくり）」

そうじゃ60歳からの人生設計所登録者

【市民参加型活動報告会 ～そうじゃ端会議～】

美
作
大
学

小
坂
田
稔

先
生

総社市民応援隊
長

（左から ①「にこにこサポーター 」 池田 氏

②「ちいさな道の駅池田」 平田 氏

③「そうじゃ60歳からの人生設計所登録者」岡本氏

◆
活
動
報
告
者

♪ 高齢者の日常生活のちょっとしたお手伝い！

自分にできることを！さぁ～今日から仲間になりませんか？

♪ 日常生活の充実・豊かな生活をみんなの力と知恵で実現する！

やりがいや生きがいは、みんなで高めよう！

♪ わが故郷で！わが力を活かして！輪が広げれば！

ひとつのきっかけから始まることを実感する！

地
参
・地
笑
の

ま
ち
づ
く
り

『ふだんのくらしのしあわせ』

「今！私たちにできることを考えよう！」

～自分にあるもの・できること探し～
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・ハローワーク総社と企業訪問を実施し，高年齢者雇用の周知啓発を図る。

・シルバー人材センターの入会案内ブースを設置し，臨時的・短期的または簡易な業務から
未経験の業種で働くための能力を身につける。

・面接会前に就職サポートセミナーを開催し，生活スタイルの見直しや働くことへの意識を高
める。

平成３０年２月１５日開催

関係機関と連携し、実施

参加企業１７社，参加者３９名

就労につながった人 ５名

（３）シニア向け企業就職面接会
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（４）先駆的事例講演会

・総社市シルバー人材センター事務局長及びハローワーク総社統括職業指導官による講演
会を開催。

・シルバー人材センター及びハローワークの雇用の取り組みを通じて，事業所が求める求人
内容や高年齢者が求める求職内容の情報共有を行った。また，シルバー人材センターを介
した雇用事例を紹介し，高年齢者雇用への理解と啓発を図った。

平成２９年１１月２１日開催
（事業所対象）
・参加事業所
２４社（２７名）参加

平成２９年１１月２８日開催
（高年齢者対象）
・参加者
２４名
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（５）スキルアップセミナー

・就労を希望する高年齢者に対して，必要な知識や技術等を習得するセミナーを開催した。

・介護予防知識の習得や現職の客室乗務員から見た外国文化と日本文化の違い，総社の
観光資源と魅力についての再認識等をテーマとして実施。

・高年齢者に対して，「働き方と心構え」をテーマに平成３０年２月１５日に開催した「シニア向
け企業就職面接会」と同時開催。

平成２９年７月１９日「介護予防」 参加者 ９名
講師：日本赤十字社 岡山県支部 職員

平成２９年１０月５日「外国文化」 参加者 ２４名
講師：ユナイテッド航空 ＣＡ 山口 典子氏

平成２９年１１月７日「総社の観光資源」 参加者 １６名
講師：総社市観光協会 会長 佐野 誠氏

平成３０年２月１５日「働き方と心構え」 参加者 ３９名
講師：社会保険労務士 押野 りか氏

全４回開催 延参加者 ８８名
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（６）セミナー研修

・「意識啓発」，「生きがいづくり」，「ライフプラン設計」，「マナー習得」，「健康づくり」をテーマ
に様々な分野で活躍している方を講師に招聘し，創業・就業・ボランティア活動へとつなげる
きっかけづくりとして開催。

平成２９年７月２６日 「意識啓発」 参加者 ２４名
講師：宝福寺住職 小鍛冶 元慎氏

平成２９年８月２５日「生きがいづくり」 参加者 ５２名
講師：倉敷芸術科学大学 学長補佐 濱家 輝雄氏

平成２９年１０月２６日「ライフプラン設計」 参加者 １２名
講師：社会保険労務士 押野 りか氏

平成２９年１２月５日「マナー習得」 参加者 ２４名
講師：フリーアナウンサー 森田 恵子氏

平成３０年２月９日「健康づくり」 参加者 ９名
講師：コナミスポーツクラブ インストラクター 井上 晃子氏

全５回開催 延参加者１２１名
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（７）農業者育成研修

・ＪＡ岡山西，そうじゃ地食べ公社と連携し，座学と実習によるセミナーを開催。

・農作物の栽培から収穫について，基礎的知識の習得を図る。

・地食べ公社の研修により，就業や兼業農家の補助員として活躍。

【ＪＡ岡山西職員による講座】

平成２９年８月１８日，９月４日，１０月１９日，平成３０年２月５日
（肥料・農薬管理，野菜栽培（春・秋），果樹栽培）

全４回開催 延参加者 ６３名

【そうじゃ地食べ公社職員による実習】

平成２９年７月１３日，８月２１日，９月１４日，１１月１６日
（トウモロコシ，キャベツ，ピーマンの播種・収穫）

全４回開催 延参加者 ２８名
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（８）女性限定就業・創業サロン

・延参加者８５名（うち市内企業見学会 延参加者１４名 見学先：サンロード吉備路，サント
ピア岡山総社，紀文，岡山県立大学食堂）

・女性の目から見た観光や食をテーマに創業・就業への意識づけのサロンを開催。

・自分の好きなこと・得意なことを活かして，創業・就業への意欲や地域の課題解決や地域
づくり活動を行う力を身につける。

平成２９年７月１２日から平成３０年２月８日まで２１回開催
うち，２回市内企業の見学会も実施
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（株）セブン‐イレブン・ジャパン，岡山労働局と協定

平成３０年３月２８日

高年齢者の積極的な雇用と見守り活動を目的に，総社市と㈱セブン‐イレブン・ジャ
パンとの間に「高年齢者雇用，並びに見守り活動に関する協定」を，総社市と厚生労
働省岡山労働局との間に「雇用対策に関する協定の一部を変更する協定」をそれぞれ
締結しました。
この協定により，より多くの就労者を生み出すほか，従業員による見守り活動などで
地域福祉の向上を目指します。
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平成30年4月24日開催「シニア向けお仕事説明会」

説明会参加者２３名中，４名がセブン-イレブンへ就労。
平成３０年５月１６日，セブン-イレブン総社岡谷店にて高年齢者雇用ＲＳＫ取材。

（同日18：15～の「イブニングニュース」にて放送）
また， ５月２９日，総社市の高年齢者雇用への取り組みが特集報道。


