
総社市生涯現役促進協議会

事 業 報 告

令和元年度（平成31年度）

1



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 ・・・・・ ３ージ

（２） シニア向け企業就職面接会 ・・・・・ ５ページ

（３） 先駆的事例講演会 ・・・・・ ６ページ

（４） 就業・創業支援セミナー ・・・・・ ７ページ

（５） セミナー研修 ・・・・・ ８ページ

（６） 農業者育成研修 ・・・・・ ９ページ

（７） 女性向け就業・創業サロン ・・・・・ １０ページ

（８） セブンイレブン「シニア向け お仕事説明会」実施 ・・・・・ １１ページ

令和元年度 セミナーにおける主要目標と実績 ・・・・・ １２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
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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

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

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）

12


