
総社市生涯現役促進協議会

視察資料

令和２年５月１５日

厚生労働省 生涯現役促進地域連携事業（地域協働コース）
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令和2年3月4日採 択 ！！

〔主な事業概要〕

□ワンストップ相談窓口

・就業検索受付タッチパネルの新規設置

・登録者向け仮会員制度の導入

・広報誌や講座等の情報提供

□シニア向け就職面接会 ×２回

・意欲のある高齢者と企業のマッチング機会創出

・高年齢者雇用に対する意識・関心度の向上

□農業者育成研修 座学×８回，実地演習×１２月

・就農の知識・技術を獲得

・農地借り上げ，農業実践から出荷・販売の機会創出

□女性向け就業・創業セミナー ×８回×２クール

・女性の視点を取り入れた就業・創業のコツを学ぶ

・空き店舗を活用した活動拠点施設の利用による実地体験

そうじゃ流 一人ひとりが輝くシニア社会の実現 ～雇用と生きがいづくりのセカンドステージへ～

〔委託費上限〕

令和２年度１，０００万円 ，令和３年度９５０万円 ，令和４年度９００万円

〔事業テーマ〕

〔事業推進の連携体制〕
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ー総社市が目指す，これからの“生涯現役“ー

総社市では，平成２８年１０月から厚生労働省の委託を受け，生涯現役促進地域連携事業に取り組み，

４０８名を就労やボランティアにつなげた。

令和元年度をもって委託期間の満了を迎えていたが，令和２年度からも再委託を受けるうえで，テーマを

そうじゃ流 一人ひとりが輝くシニア社会の実現 ～雇用と生きがいづくりのセカンドステージへ～と掲げ，

事業を推進する。

社会福祉協議会では，“一人ひとりに寄り添う”相談窓口として，障がい者千五百人雇用センターや生活困
窮支援センター等と連携し，就労から生活まで，様々な課題を抱える方を支援してきた。特に平成３０年７月
豪雨災害支援やひきこもり支援，認知症支援などの各種ボランティアに，地域社会とのつながりを大切にし，

最終年度（令和元年度）は１４６人をボランティアにつなげた。

一方，一般就労については伸び悩みが生じてきた。（平成３０年度９５人→令和元年度７７人）
再委託にあたり，厚生労働省から「雇用」に重点を置くよう求められていることから，相談窓口は市予算で

シルバー人材センターが担い，就労ノウハウと企業とのパイプラインを活かし，雇用面を強化する方針とした。

しかし，総社市は弱い立場にある方に徹底的に寄り添う市である。

これからも，協議会と「６０歳からの人生設計所」を中核とし，シルバー人材センター・社会福祉協議会・

ハローワーク・総社市の強固な連携体制により，高年齢者のニーズに応じ，就労と社会参加の両方ともを支
えていく仕組みを確立し，目標に掲げてきた“就労・ボランティア１，０００人”（令和６年３月末までに）の達成
を目指す。

これこそが“そうじゃ流”の生涯現役であると捉え，「高齢になっても，安心していきいきと豊かに暮らせる
地域づくり」の実現に大きく寄与するものと信じ，覚悟をもって取り組む。 3



目標
達成

高年齢者の就業・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数２００人/年度

令和６年３月３１日までにトータル

１，０００人 達成！

令和２年度からの目標数値

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

就 労 20 7０ ９５ ７７ １５０ １５０ １５０ １５０

ボランティア ０ ７ ２２ １１７ ５０ ５０ ５０ ５０

合 計 20 77 117 194 200 200 200 200

【年度毎の実績と目標達成に向けたスケジュール】

現在
トータル

408
名

（ 令 和 ５ 年度末 ）

６０歳からの人生設計所

H２８年１０月開設

（人）→R2年度からは目標人数
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○登録者数：４１６人（男性：２２０人 女性：１９６人）

○延相談支援件数：７，２４２件（月平均 約172件）

◎就労につなげた数 ２６２人

○離職者数： ９８人（男性： ６１人 女性： ３７人）

◎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱにつなげた数 １４６人

そうじゃ60歳からの人生設計所 実績内訳（平成28年10月～令和2年3月）

H２８年度 H２９年度 H３０年度 R元年度 トータル

男性 15人 41人 52人 48人 155人

女性 5人 29人 43人 29人 107人

合計 20人 70人 95人 77人 262人

H２８年度 H２９年度 H３０年度 R元年度 トータル

男性 0人 2人 4人 42人 48人

女性 0人 5人 18人 75人 98人

合計 0人 7人 22人 117人 146人

サービス（飲

食・清掃等）業
34%

製造業
29%

福祉施設
16%

農業
11%

事務
6%

建設業
2%

シルバー
2%

主な就労先

地域支援, 
35%

災害, 30%

ひきこもり, 
17%

福祉施設, 
11%

生活支援, 
7%

主なボランティア活動
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相談窓口の総括，ネットワークづくり支援

ワンストップ相談窓口
そうじゃ６０歳からの人生設計所

令和２年度からの総社市生涯現役促進協議会 体制図

総社市
長寿介護課

支援員（正職員） 支援員（嘱託職員）

ワンストップ相談窓口（社協委託）

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
(事業・相談窓口の総括)

会計事務責任者 1名

長寿介護課長補佐

事業推進者 2名

長寿介護課職員(事業実施)
長寿介護課職員(会計補助)

事業推進員 2名

嘱託職員(事業実施)
臨時職員(補助・経理)

支援員（嘱託職員）

令和２年度から

市補助金

事務局

嘱託職員１名 →福祉センターにて窓口対応

臨時職員１名 →シルバー本所勤務

令和元年度まで

協議会で継続
シルバー人材センター

事業推進員 2名

嘱託職員(事業実施)
嘱託職員(補助・経理)

①シニア向け就職面接会

②農業者育成研修

③女性セミナー

※シルバー人材センターの講座等も活用
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【主な業務内容】

令和２年度からのワンストップ相談窓口 運営体制について

●嘱託職員１名（コーディネーター）

（１）相談窓口対応

・相談者のニーズ聴取・情報提供・登録事務

・就労・ボランティアのマッチング及び各種相談機関へのつなぎ など

（２）地域・社会参加活動へのPR活動と働きかけ

地域づくり協議会や町内会，各種機関・団体に対して，窓口の周知啓発を

行うとともに，活動の機会や情報を調査し集約する。

（３）高年齢者雇用事業所の開拓

事業所に役立つ制度などの情報を研修会や情報交換会などで収集し，検証のうえ，

情報提供を行う。また，雇用側のニーズを調査し，意欲・関心を高めていくような

取り組みを行う。

●臨時職員１名（事務補助）

（１）相談窓口の補助

・登録者の管理や集計

・会計・経理事務

・広報などの発信，セミナー等の運営補助

（２）雇用希望事業所の管理

・求人（長期・短期・パートタイム）情報の管理・集約

シルバー人材
センター

60
歳
か
ら
の
人
生
設
計
所

【シルバー人材センター内で事務対応】
事業全体のサポートをし，
本所との連携の軸となる

【福祉センター内で窓口対応】
雇用の創出やマッチングなど，
相談対応の中心となる
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令和２年度 事業計画

○シニア向け企業就職面接会

企業への高年齢者雇用開拓を継続し， 。

○農業者育成研修

借り上げ農場を拡大し，就農意欲を高め， 。

○女性向け就業創業サロン

空き店舗を借用し， 。

○セブンイレブン「シニア向けお仕事説明会」

開催回数や内容を工夫し， 。

○ワンストップ相談窓口の設置

シルバー人材センターのノウハウを活かし， 。
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各種施策 対象者数・定員
開催
回数 目標数値

（１）ワンストップ相談
窓口設置事業

想定就労希望者 1,300人
（H28 総社市実施の

ｱﾝｹｰﾄ調査結果より）

-

高年齢者の就業・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動者

200人/年

※内訳は就業・創業150人，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ50人

（２）シニア向け企業
就職面接会

参加者

30人/回
2回 面接会を通じての就職者 5人/回

※令和３年度・４年度は 10人/回

（３）農業者育成研修
受講者

20人/回
8回 就農者 10人/年

※生産した農作物の出荷・販売に至った人

（４）女性セミナー
受講者

20人/回

8回×
2クール

就業・創業者 5人/年

※実践的な演習から，「創業」を重点的に

令和２年度 事業概要と目標

令和６年３月３１日までに

高年齢者の就業・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ１，０００人 達成

を目指す！ 9



令和２年度 歳入歳出予算書

10

単位：円

歳入総額 9,992,053 
歳出総額 9,992,053 

【歳入】

費 目 当初予算額 備 考

受託金 9,992,053 厚生労働省 生涯現役促進地域連携事業【地域協働コース】 受託料

合 計 9,992,053 

【歳出】
単位：円

科 目 当初予算額 備 考

管理費
6,104,085 

（1）事業推進員人件費 4,723,785 
推進員1名
補助員1名

（3）その他管理費 1,380,300 

事業費
2,979,600 

（１ ）ワンストップ相談窓口設置事業 0 
総社市シルバー人材センターが運営
（市 補助金2,500,000円 予算計上）

（２）シニア向け企業就職面接会費 455,000 

（３）農業者育成研修費先駆的事例講演会費 662,000 

（４）女性セミナー費 1,862,600 

消費税
908,368 

消費税 908,368 

合 計 9,992,053 

※支出は必要に応じ費目間の流用ができるものとする。



令和元年度 各事業の実績

（１） 令和元年度 ワンストップ相談窓口の実績 ・・・・・ １２～１３ページ

（２） シニア向け企業就職面接会 ・・・・・ １４ページ

（３） 先駆的事例講演会 ・・・・・ １５ページ

（４） 就業・創業支援セミナー ・・・・・ １６ページ

（５） セミナー研修 ・・・・・ １７ページ

（６） 農業者育成研修 ・・・・・ １８ページ

（７） 女性向け就業・創業サロン ・・・・・ １９ページ

（８） セブンイレブン「シニア向け お仕事説明会」実施 ・・・・・ ２０ページ

【事業報告】
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【そうじゃ60歳からの人生設計所】

○就職者・ボランティア数 １９４人
（内訳：就職者７７人 ボランティア１１７人）

○延相談支援件数 １，８９０件（月平均：約１５７件）

○新規登録者数 ７２人（トータル：４１６人）

○各センターとの連携ケース ７５件
障がい者千五百人雇用センター，ひきこもり支援センター，
生活困窮支援センター，権利擁護センター，復興支援センター

※令和2年.3月末

（１）令和元年度 ワンストップ相談窓口の実績
〔事業報告〕
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②企業訪問

１０１社 / １００社（目標）

③新規高年齢者雇用企業

１２社 / １０社（目標）
シルバー人材センターと同行訪問し，
高年齢者雇用のノウハウを活用しな
がら企業開拓を行った。

ワンストップ相談窓口 令和元年度の重点目標に対する実績

〔事業報告〕

①就業・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動者数

１９４人 / ２００人（目標）

※R2.3月末

〈開設からのトータル〉

４０８人
（内訳：就業２６２人，ボランティア１４６人）
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・令和２年２月７日開催
面接会前に就職サポートセミナーを開催

参加求職者４３名
→就労につながった人 ４名，
シルバー人材センターへの新規加入 ４名

（２）シニア向け企業就職面接会

・参加企業１６社
サンロード吉備路，㈱サンデリカ，大惣㈱，㈱ハローズ，㈱仁科百貨店，㈱ツクイ，

㈱山陽マルナカ，㈱日の丸タクシー，㈱山陽セフティ，(有)光通商（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ総社岡谷店），

社会福祉法人経山会，社会福祉法人超寿会，社会福祉法人雪舟福祉会，

社会福祉法人スキーム福祉の会，医療法人弘友会，医療法人弘堂会

〔事業報告〕
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・就業・創業に向けての意識啓発

・過去のセミナーや女性サロン等の参加者の中から起業（創業）した事例を発
表し，その体験談からヒントを得，意見交換を行うことで，参加者の更なる活
躍へのきっかけづくりとする

（３）先駆的事例講演会

令和元年１１月１２日開催

第１部：基調講演「その幸運は偶然ではないんです

～まず第一歩を踏み出しましょう～」

講師：多賀公人氏〔ユイ・コミュニケーションラボ㈱〕

参加者 ６０名（うち，事業所からの参加 ９名）

第２部：創業事例発表

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：加藤せい子氏〔千道㈱〕

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：多賀公人氏

発表者：７名

〔事業報告〕
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・就業及び創業に必要とされる知識と技術を習得する。

・観光資源の活用と商品開発研究等を学ぶことで，創業の実現に向けたイメージ

づくりを行う。

令和元年７月１７日 参加者 ３３名
｢ITスキルの習得とネットの活用｣

講師：エムアンドシーシステム（株） 岩井 大治郎 氏

令和元年９月１３日 参加者 ５１名
｢事務所も自宅もスッキリ！いらん物の手放し方｣

講師：整理収納アドバイザー 前田 香美 氏

令和元年１１月８日 参加者 １７名
｢観光資源の活用と商品開発研究はおもてなしと思いやりの心で
～ユニバーサルデザインを中心に～｣

講師： 岡山商科大学名誉教授 岡本 輝代志 氏

令和２年２月７日(企業就職面接会の前に開催) ４３名
｢令和時代の働き方改革｣

講師：社会保険労務士 小田 典子 氏

全４回開催し，延参加者 １４４名

（４）就業・創業支援セミナー
〔事業報告〕
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（５）セミナー研修

・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。

・参加者からは「就労に役立つ知識を得られた」「積極的に社会貢献したい」等の意見があり，
就労・社会参加に対する意欲を高めることができた。

令和元年６月１９日 「意識啓発」 参加者７４名
講演：「岡山弁再発見！PartⅡ」

講師：岡山弁協会 会長 青山 融 氏

令和元年８月２３日「コミュニケーションと生きがいづくり」 参加者３５名
講演：「外国人観光客のためのおもてなし講座」

講師：英会話講師 名取 玲子 氏

令和元年１０月２４日「ライフプラン設計」 参加者３２名
講演：「豊かな老後生活のために ～６０代からはじめるマネー＆ライフプラン～」

講師：ファイナンシャルプランナー 秋山 知成 氏

令和元年１２月１３日「ビジネスマナー」 参加者５６名
講演： 「コミュニケーション能力が『働き方改革を創る！』」

講師：学校法人家計学園広報室参与 濱家 輝雄 氏

令和２年２月１４日「健康づくり」 参加者２４名
「高年齢者の体力維持のための軽運動」

講師：コナミスポーツ㈱ インストラクター 井上 晃子氏

全５回開催 延参加者２２１名

〔事業報告〕
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【ＪＡ岡山西営農指導員による講座】

平成３１年４月２３日～令和２年２月１８日

全８回開催 参加者１２８名

（春・秋野菜の栽培指導）

【そうじゃ地食べ公社からの農地借り上げによる栽培実習】

平成３１年４月２７日～令和２年２月２９日

全６回開催 延参加者 １１３名

（そうじゃ地食べ公社の協力のもと，農地利用した具体的な栽培指導）

課題作物：ナス，キャベツ，ハクサイ，白ネギ

・そうじゃ地食べ公社の圃場を利用し，営農・就農希望者自らが農業に従事，体験することにより必要な

野菜栽培の知識を習得。

・参加者から「農業を続けたい」「農業の仕事に就きたい」等の声があり，意欲的な姿勢が見られた。

・地食べ公社の農地を借用し，直売所等への出荷を目指す人が現れた。

（６）農業者育成研修
〔事業報告〕
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観光と食セミナー

内容：総社市の観光開発あるいは商品

開発について，“女性ならではの

視点”で事業化の方策を考える。

講師：千道(株)

加藤せい子氏

延参加者：４２人

就業セミナー
内容：ビジネスマナー，信頼関係をつくる

「聴く」習慣づくり，「伝わる伝え方」の

習慣づくり，「報連相」と「情報共有」，

会話上達法。

講師：おかやまアナウンス・ラボ(株)

森田恵子氏 外

延参加者：６９人

創業に向けての

自己啓発セミナー

内容：「新しいことに慣れる（柔軟性）」や

創意工夫（改善）」の視点，手法を

学ぶ。

講師：(株)カイマネージ 小林こずえ 氏

延参加者：９９人

第3クール
令和元年12月4日～令和2年2月12日

第１クール
令和元年6月14日～8月9日

第2クール
令和元年9月20日～11月26日

各クール8回
年24回開催

・今年度は３クールに分けて開催した。

・第１クールでは「自身の見つめ直し」，第２クールでは「気づき」，第３クールでは「事業化の方策」を学んだ。

・受講者の中からは，４名の方が創業を目指している。（整体，有償健康相談，キムチ販売など）

（７）女性向け就業・創業サロン
〔事業報告〕
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・令和元年度３回開催（６月，９月，１０月），４４人参加。令和２年３月５日にも開催予定

であったが，コロナウイルス感染症拡大予防のため，中止となった。

・今年度の市内セブンイレブン店舗の高年齢者雇用は１５人。

（８）セブンイレブン「シニア向けお仕事説明会」実施

〔事業報告〕

シニア向け
お仕事説明会

日時：２０２０年３月５日（木）

総社市 ×

１３：３０～１４：１０ セブン‐イレブンのお仕事内容の説明

１４：１０～ セブン-イレブン各店舗による個別相談、レジ打ち体験

ハローワーク、シルバー人材センター等の相談コーナーあり

セブン‐イレブンの商品の配達、レジ打ち等の接客、清掃、商品の整理などが主なお仕事です。

あなたのやる気と元気が地域のお客様の笑顔につながります。

地域の方に安心と便利を届ける
お仕事について聞いてみませんか？

主催：総社市、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

協力：総社市生涯現役促進協議会

総社市と（株）セブン‐イレブン・ジャパンの高年齢者雇用、並びに見守り活動に関する協定に基づく取組みとして開催します。

（受付開始 １３：００～）

１３：３０～

入退場自由

参加無料

■会場
総社市総合福祉ｾﾝﾀｰ
３階 大会議室
（住所：岡山県総社市中央一丁目１番３号）

■対象の方 ５５歳以上（シニアの方）

■お問合せ
総社市 保健福祉部 長寿介護課

TEL : ０８６６ｰ９２ｰ８３７３
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○セブンイレブンジャパン 就 労 者 ・・・ 目標２０人/実績１５人
セブンイレブンジャパンと協働でお仕事説明会・体験会等を年４回開催し，

セブンイレブン店舗での高年齢就労者年間２０人を目指す。

○女性創業支援 就業・創業希望者 ・・・ 目標５０人/実績２２人

・先駆的事例講演会
過去の女性サロン等の受講者の中からの起業者自身が事例発表を行う。

人生設計所登録者の就労や創業に向けて，女性限定就業創業サロン等に結びつけ，
新規創業につなげる。

・女性限定就業創業サロン

先駆的事例講演会と連携。「就業」「創業」「観光と食」と３クールに分け開催し，就業・創
業につなげていく。「観光と食」では，女性ならではの目線で総社らしい観光スタイルや特
産品を開発していく。実際にどのような手順が必要かを学ぶ。

○新規就農者の育成 ・・・ 目標１０人/実績６人
・農業者育成研修
令和元年度は自家消費ではなく，直売所に出荷し，販売するための
ノウハウを重点的に習得する。出荷・販売できる農業者の育成を目指す。

令和元年度 セミナーにおける主要目標と実績

就 農 者
（地食べ公社等）

〔事業報告〕
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◎セミナー開催
（意識啓発，就労・創業・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに資する各種セミナー）

〔延回数〕 ６２回

〔延人数〕 ２,１１７人

〔満足度〕 ８８％（参加者アンケート調査より）

定年退職して３年目ですが，健康な限り，働き続けたいという想いを持ちました。

協議会で，就労に結び付く色々な取り組みをしていただき，ありがたいと思っています。

ますます元気に，働く上で大切なことを，見たり・聴いたり・体験したりできる機会を提供して

いただけることを期待しています。

生涯現役セミナーを受講して，やはり気力・体力の維持には「生きがいを持つ」ことが一番

だと気づきました。今は主に小学校の支援ボランティアを楽しんでいますが，適度な仕事

（週３日程度）にもチャレンジしたい考えているので，その時は応援よろしくお願いします！

（６０代）

（６０代）

各種セミナーの総括（平成29年度～令和元年度）

〔感 想〕 ※アンケートより 一部抜粋

H２９年度 H３０年度 R元年度 トータル

人数 832人 518人 767人 2,117人

「とても役立った」，
「役立った」の回答割合 90％ 88％ 86％ 88％

〔年度毎の参加者人数と満足度割合〕

ｎ＝1,181
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〔決算報告〕令和元年度 歳入歳出決算
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【歳出】
単位：円

科 目 予算額 決算額 予算残額 執行率
管理費

5,546,000 5,083,789 462,211 

91.70%
（1）事業推進員人件費 3,594,901 3,297,045 297,856 

（2）事業推進員(補助）人件費 1,217,319 1,213,610 3,709 

（3）その他管理費 733,780 573,134 160,646 

事業費
10,848,000 10,094,269 753,731 

93.10%

（１）－１ ワンストップ相談窓口設置事業（業務委託） 8,181,000 8,181,000 0 

（２）高年齢者向け企業説明会費 194,600 96,500 98,100 

（３）先駆的事例講演会費 220,000 199,400 20,600 

（４）就業・創業支援セミナー費 357,000 148,318 208,682 

（５）セミナー研修費 221,000 200,160 20,840 

（６）農業者育成研修費 363,000 315,158 47,842 

（７）女性向け就業・創業サロン費 1,311,400 953,733 357,667 

消費税
1,639,400 804,773 834,627 

49.10%
消費税 1,639,400 804,773 834,627 

合 計 18,033,400 15,982,831 2,050,569 88.60%

※支出は必要に応じ費目間の流用ができるものとする。

単位：円

歳入総額 18,033,400 

歳出総額 15,982,831 

予算残額 2,050,569 ※国へ返納

【歳入】

費目 当初予算額 税率改定後予算額 比較 備 考

受託金 17,706,000 18,033,400 327,400 生涯現役促進地域連携事業受託料

受託金 17,706,000 18,033,400 327,400 18,033,400 

合 計 17,706,000 18,033,400 327,400



生涯現役地域連携促進事業 視察団体等

生涯現役促進地域連携事業視察状況等（平成28年度～令和元年度）

日 付 視 察 団 体 等 備 考

令和元年7月21日 高齢・障害・求職者雇用支援機構 高齢者雇用総合誌「エルダー」９月号掲載

令和元年10月18日 瀬戸内市

令和元年10月28日 青森県

令和２年２月１２日 下関市

※平成２８年度視察団体：長崎県，静岡県袋井市，広島県大竹市
平成２９年度視察団体：岡山県，津山市，兵庫県南あわじ市議会，兵庫県篠山市，労働政策研究・研修機構，広島県福山市，

厚生労働省第三者委員会委員，東京大学高齢社会総合研究機構，埼玉県戸田市議会
平成３０年度視察団体：松山市シルバー人材センター，神奈川県小田原市，東京大学高齢社会総合研究機構，滋賀大学地域活性化

プランナー学び直し塾（大津市にて），琉球大学，山口大学，敬愛大学，チューリッヒ大学，九州産業大学

総社市の高年齢者雇用の取り組みについての報道関係

日　　付 報　道　関　係　等 備　　　考

平成29年4月3日 山陽新聞 事業採択伝達式

平成30年2月16日 ＮＨＫ「時論公論」 全国放送

平成30年2月24日 公明新聞

平成30年3月28日 山陽新聞・日経新聞・OHK・RSK・RNC・KCT セブンイレブン協定式

平成30年4月20日 NHK岡山「もぎたて」 特集放送

平成30年4月24日 山陽新聞・OHK・RSK・KCT セブンイレブンお仕事説明会

平成30年5月16日 ＲＳＫ「イブニングニュース」

平成30年5月29日 ＲＳＫ「イブニングニュース」 特集放送

平成30年10月26日 ＮＨＫ「シブ５時」 全国放送

令和2年2月7日 KCT シニア向けお仕事説明会
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