
令和３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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〔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〕

令和２年度 9,992,053円 ，令和３年度 9,461,193円 ，令和４年度 8,992,153円

〔事業テーマ〕

〔事業推進の連携体制〕
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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 ７７ １４９ １４７ １５０ １５０

ボランティア ０ ７ ２２ １１７ ６１ ２０ ５０ ５０

合 計 20 77 117 194 210 167 200 200

【年度毎の実績と目標達成に向けたスケジュール】

R4.3現在
トータル

785名

（ 令 和 ５ 年 度 末 ）

６０歳からの人生設計所

H２８年１０月開設

（人）→R４年度からは目標人数
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令和３年度 各事業の実績

（１） 令和３年度 ワンストップ相談窓口の実績 ・・・・・ ５～６ページ

（２） シニア向け企業就職面接会 ・・・・・ ７～８ページ

（３） 農業者育成研修 ・・・・・ ９ページ

（４） 女性セミナー ・・・・・ １０～１１ページ

（５） セブンイレブン「シニア向けお仕事説明会」 ・・・・・ 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 １６７人
（内訳：就職者１４７人，ボランティア２０人）
（アウトカム指標：就業・創業者１５０人/年）

○延相談支援件数 ２，１４５件 （延１７９件／月）

（アウトプット指標：延２００件/月)

○新規登録者数 １２７人 （トータル：７１２人）

○企業・事業所訪問数 ８５７件

※令和４年3月末現在

〔事業報告〕
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（１）令和３年度 ワンストップ相談窓口の実績



○登録者数：７１２人（男性：４０２人 女性：３１０人）

○延相談支援件数：１１，７６０件（月平均 約１７８件）

◎就労につなげた数 ５５８人

◎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱにつなげた数 ２２７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，明乳まつうら，定廣農園，

日本郵便，アクティブ大永，エブ

リィ ほか

ワンストップ相談窓口 実績内訳（平成２８年10月～令和４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 吉備路観光

ボランティア ほか

H２８年度 H２９年度 H３０年度 R元年度 R２年度 R３年度 トータル

男性 15人 41人 52人 48人 100人 96人 352人

女性 5人 29人 43人 29人 49人 51人 206人

合計 20人 70人 95人 77人 149人 147人 558人

H２８年度 H２９年度 H３０年度 R元年度 R２年度 R３年度 トータル

男性 0人 2人 4人 42人 15人 9人 72人

女性 0人 5人 18人 75人 46人 11人 155人

合計 0人 7人 22人 117人 61人 20人 227人
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就労＋ボランティア 総計785人（目標1,000人 令和6年3月まで）



令和３年１０月１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 ３５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 ８名）

シルバー人材センターへの加入 ０名

・参加企業１１社
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，（株）美袋交通，総社花萬（株），医療法人仁徳会森下病院，

（株）赤木製畳，（株）ニチイ学館，晴れの国岡山農業協同組合，Ａ.Ｐ.Ｉカンパニー（株）

〔事業報告〕
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（２）シニア向け企業就職面接会（第１回）



令和４年２月１８日開催

午前の部：介護・福祉・医療関係（事業所説明会・個別面接会のみ開催）

午後の部：その他の業種（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 ５１名（午前１６名，午後３５名）（アウトプット指標 ３０名）

→就労につながった人４名（アウトカム指標 ８名）

シルバー人材センターへの加入 ４名

・参加企業１６社 （午前の部：６社，午後の部：１０社）

【午前の部】（株）YKTプロジェクト，社会福祉法人経山会，特定非営利活動法人ほっとはあと，

医療法人弘友会，グループホーム苺の里，医療法人弘堂会

【午後の部】（株）仁科百貨店，マックスバリュ西日本（株），（株）山陽セフティ，きよね夢てら

す，（株）美袋交通，（株）サンデリカ岡山事業所，創伸建設（株），（株）日ノ出化

工，上原経糸(有)，(株)UMIHITO

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

令和３年４月２０日～令和４年３月１日

全８回開催 延参加者１５４名（アウトプット指標 １６０人）

（座学８回，実習６回） （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３年４月１日～令和４年３月３１日

全２０区画のうち，１８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，タマネギ，ナス，トマト，ハクサイ

・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。

・直売所への出荷を体験し，農業の楽しさを実感したことで，定期的な出荷を目指す人が現れた。

〔事業報告〕

9

（３）農業者育成研修

就農者数 １２名 （アウトカム指標 １０名）



創業セミナー
「いきいきチャレンジアップ講座」

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

（株）アッソ 青井寿恵 氏

NPO法人かんなぎ 今野友紀 氏

NPO法人総社商店街筋の古民家を活用する会

金丸由記子 氏

延参加者：１１９人

（アウトプット指標 １６０人）

令和3年7月16日～10月22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。
・起業取組事例を参考に，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】
・新しいチャレンジのススメ
・シニアのメリットを活かす
・時代のメリットを活かす
・小さなことからチャレンジ
・ノーリスク・ぷち起業でOK
・ITのスキルアップとネットの活用
・起業取組事例から学ぶ

・新しく「気になったこと」「やってみたいこと」に
チャレンジ
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（４）女性セミナー（第２クール）

令和3年12月14日～令和4年2月25日

8回開催

就業セミナー
「これからの人生を有意義に過ごしていくために♪」

内容：活き活きとした人生を過ごすために、健康管理、

ビジネスマナー、コミュニケーション力、ITの学びを

通じて自分の働き方を考える

講師：（株）総合心理研究所 秋山幸子 氏

日本赤十字社 保健師 村上礼子 氏

おかやまアナウンス・ラボ（株）森田恵子氏

押野労務サポートオフィス 押野りか 氏

（株）アッソ 青井寿恵 氏

（株）ライフコンサルタント岡山 吉田公子 氏

(株)カイマネージ 小林こずえ 氏

延参加者：１２９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，多様化する社会でのコミュニケーション能力の向上や，IT社会に向けた知識の習得，今後
のライフプランなど自分らしくいきいきと働くために必要な知識・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】
・自分を活かして生涯現役
・シニア向け生活習慣病予防講座
・人づくりと人間形成①②

・充実したセカンドライフのために知ってお
きたい社会保険のおはなし
・これからのIT社会に向けた知識の習得
・ライフプランニングとタックスプランニング
・ライフプラン 自分の働き方を考える
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〔事業報告〕

第１，第２クール

就業・創業者数 ８名 （アウトカム指標 ５名）



令和３年８月２０日開催
参加者 ９名（男性３名，女性６名）

・スライドを用いて，仕事内容を分かりやすく説明し，実際に店舗で働かれている高齢者の
様子やインタビューを紹介した。
・個別相談は，熱心に質問するなど意欲的な姿勢が見られた。

・令和３年５月２８日に開催を予定していたセブンイレブン「シニア向けお仕事説明会」は，コ
ロナウイルス感染症拡大予防のため，中止となった。

〔事業報告〕
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（５）セブンイレブン「シニア向けお仕事説明会」
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