
令和２年度

事業報告

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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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 ７７ １４９ １５０ １５０ １５０

ボランティア ０ ７ ２２ １１７ ６１ ５０ ５０ ５０

合 計 20 77 117 194 210 200 200 200

【年度毎の実績と目標達成に向けたスケジュール】

R3.2現
在

トータル

618名

（ 令 和 ５ 年度末 ）

６０歳からの人生設計所

H２８年１０月開設

（人）→R３年度からは目標人数
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令和２年度 各事業の実績

（１） 令和２年度 ワンストップ相談窓口の実績 ・・・・・ ４～５ページ

（２） シニア向け企業就職面接会 ・・・・・ ６～７ページ

（３） 農業者育成研修 ・・・・・ ８ページ

（４） 女性セミナー ・・・・・ ９～１０ページ

（５） セブンイレブン「シニア向けお仕事説明会」 ・・・・・ 令和２年度は、新型コロナ
ウイルス感染症予防のた
め開催なし

【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 ２１０人
（内訳：就職者１４９人，ボランティア６１人）
（アウトカム指標：就業・創業者１５０人/年）

○延相談支援件数 ２，３８２件 （延１９９件／月）

（アウトプット指標：延２００件/月)

○新規登録者数 １６９人 （トータル：5８５人）

○企業・事業所訪問数 １，５５９件

〔事業報告〕
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（１）令和２年度 ワンストップ相談窓口の実績



○登録者数：５８５人（男性：３２３人 女性：２６２人）

○延相談支援件数：９，６２４件（月平均 約１７８件）

◎就労につなげた数 ４１１人

◎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱにつなげた数 ２０７人

【主な就職先】

ワタナベ工業，農マル園芸，大黒天物産，トングウ，

はばたき園，森下病院，そうじゃ晴々，

セブンイレブン ほか

ワンストップ相談窓口 実績内訳（平成２８年10月～令和３年３月）
【そうじゃ60歳からの人生設計所】

【主なボランティア活動】

災害ボランティア，ひきこもりサポーター，生活支援

サポーター，認知症サポーター，福祉施設の援助

活動，こども食堂 ほか

H２８年度 H２９年度 H３０年度 R元年度 R２年度 トータル

男性 15人 41人 52人 48人 100人 256人

女性 5人 29人 43人 29人 49人 155人

合計 20人 70人 95人 77人 149人 411人

H２８年度 H２９年度 H３０年度 R元年度 R２年度 トータル

男性 0人 2人 4人 42人 15人 63人

女性 0人 5人 18人 75人 46人 144人

合計 0人 7人 22人 117人 61人 207人
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就労＋ボランティア 総計618人（目標1,000人 令和6年3月まで）



・（第１回） 令和２年１０月２日開催
就職サポートセミナー開催後に事業所説明会・個別面接会を開催

参加求職者 ３３名（アウトプット指標 ３０名）

→就労につながった人 ２名（アウトカム指標 ５名）

シルバー人材センターへの加入 ４名

・参加企業１４社
（株）清音金型製作所，社会福祉法人経山会，医療法人行堂会，医療法人弘友会，

社会福祉法人雪舟福祉会，社会福祉法人超寿会，特定非営利活動法人ほっとはあと，

（株）サンデリカ，（株）山陽マルナカ，シノブフーズ（株），大黒天物産（株），大惣（株），

（株）仁科百貨店，（株）明乳松浦

〔事業報告〕
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（２）シニア向け企業就職面接会➀



・（第２回）令和３年２月１９日開催
就職サポートセミナー開催後に事業所説明会・個別面接会を開催

参加求職者 ２３名（アウトプット指標 ３０名）

→就労につながった人 １名（アウトカム指標 ５名）

シルバー人材センターへの加入 ２名

・参加企業１２社（内、１社は当日不参加）

社会福祉法人経山会， （株）日の丸タクシー，（株）山陽マルナカ，

セブンイレブン（総社中央5丁目店，真壁店）， NPO法人ほっとはあと

（株）ニチイ学館，シノブフーズ（株），ワタナベ工業（株），新興工業（株），医療法人弘友会，

医療法人仁徳会森下病院， （株）YKTプロジェクト（宅老所なごみデイサービス）

（（２）シニア向け企業就職面接会➁
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【ＪＡ晴れの国岡山 営農指導員外による講座】

令和２年５月７日～令和３年３月４日

全８回開催 延参加者１４０名（アウトプット指標 １６０人）

（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】

令和２年５月７日～令和３年３月３１日

全２０区画のうち，１９区画を貸し出し

（JA晴れの国岡山 営農指導員外の指導のもと，野菜類の実践栽培）

課題作物：キャベツ，ナス，ピーマン，カリコリカイラン，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。

〔事業報告〕
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（３）農業者育成研修



創業セミナー
「幸せなプチ起業講座」

内容：「幸福感を感じられる仕事」を目的として，

これまでの経験や価値観を活かした起

業を考える

講師：(株)カイマネージ 小林こずえ 氏

延参加者：６０人

（アウトプット指標 １６０人）

令和2年7月14日～10月23日

8回開催

・第１クールでは，特に創業に重点を置いたセミナーを開催した。
・女性の活力を原動力に，女性による起業を促進するため，マーケティング戦略などの経営手法や実務面での
応用力など，創業に必要な知識やノウハウを習得した。
・自分のキャリアデザインを活かした，創業に対する前向きな考え方を学んだ。

〔事業報告〕
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（４）女性セミナー（第１クール）

【主な項目】
・自己分析
・お客様分析
・仕事の進め方の明確化
・マーケティングの視点
・販促ツール・手法
・仕事に必要な創意工夫・改善策
・自分の起業プラン
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（４）女性セミナー（第２クール）

令和2年12月11日～令和3年3月19日

8回開催

就業セミナー
「これからの人生を生き活きと過ごして行くために」

内容：快適に働く脳の活性化，ビジネスマナー，

健康管理，自分の働き方を考える

講師：おかやまアナウンス・ラボ（株）森田恵子氏

(株)カイマネージ 小林こずえ 氏

岡山赤十字病院 院長 辻 尚志 氏

日本赤十字社 保健師 村上礼子 氏

延参加者：１４８人

（アウトプット指標 １６０人）

・第２クールでは，特に就業に重点をおいたセミナーを開催した。
・女性の活力を高め，ビジネスマナーなど就業に必要な知識・ノウハウを習得した。
・働く上で欠かせない健康管理について，生活習慣病の予防や感染症対策などを学んだ。

【主な項目】
・脳の活性化とトレーニング
・コミュニケーションとビジネスマナー
コロナ時代における心構え
第一印象 など

・シニア向け生活習慣病予防
・ライフプラン
自分の働き方を考えてみよう
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