高齢者の就業、創業や社会活動の推進に関する構成団体の取組
団体名

資料７

現在の取組

（一社）長野県経 １
営者協会

会員企業に対し、改正高齢法の周知や高齢者の雇用促進を図るために、長野労
働局や弁護士を講師に招き解説セミナー等を適宜開催している。

２

本会でも、高齢者の雇用にあたり制度や処遇面などの個別相談に対応してい
る。

長野県中小企業 ○公的年金支給開始年齢の６５歳への引き上げに伴い、希望者全員が６５歳まで働
団体中央会

ける就業環境を整備するための周知・啓発事業を実施。（平成２４年度長野労働
局委託事業として行う。
）
○尐子高齢化が急速に進む中で、意欲と能力のある高齢者が働ける社会の実現が急
務であることから、団塊の世代が６０歳を迎えた平成２０年から高年齢者の雇用
確保と、永年培ってきた経験・技能を活かした起業支援等に取り組んだ。
（平成
２０年度・２１年度長野労働局委託事業）
○６５歳までの高年齢者雇用確保措置の実施済み企業を中心に、７０歳雇用に向け
ての自主的取り組みの支援と普及・啓発を行った。（７０歳まで働ける企業推進
プロジェクト、労働局委託事業）

長野県商工会連 ・県下商工会の窓口で経営指導員が高齢者に限らず創業予定者を対象として創業支
合会

援を行っている。
・創業支援の内容は、創業に関する次の事項の説明や書類の作成支援。
①経営計画書（全体構想、具体的な事業内容、創業時の資金計画表、損益計算
表、採算性、マーケティング等）
②融資制度
③創業時に必要な提出書類
④経理・税金の知識（個人と法人の違い等）
⑤創業に関する優遇施策

（一社）長野県商

各地商工会議所におけるＯＢ人材マッチング事業

工会議所連合会
日本労働組合総

別紙

連合会長野県連
合会
（公財）長野県中

当センターでは、平成２４年４月１日より開設した「ながの創業サポートオフィ

小企業振興セン ス」を活用して、創業を希望する高齢者に対する相談・助言を行うとともに「創業
ター（ながの創業 セミナー」等の開催を通じ、高齢者の創業意識の喚起に取り組んでいる。
サポートオフィ
ス）
（有）おかあさん 全社員

25 名（役員含む）

の味処たんぽぽ

70 歳台 ８人

年齢別
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60 歳台 10 人
50 歳台 ３人
40 歳台 ２人

子育て世代 学校の行事に合わせて自由に就業

30 歳台 ２人

している

賃金の体制
年齢別として、68 歳以上、68 歳以下と分類し、時給額を決めている。
◎定年制はなく、働ける間は続けられるようにしている。
（社福）長野県社 小地域福祉活動の事例集「信州流まめってぇ読本」の作成
会福祉協議会

…地域で取り組まれている様々な地域の支え合いづくり事例を紹介。高齢者による
グループも多くみられる。また、DVD による事例解説や実際に活動を始めるとき
のポイントも紹介した。
地域の住民支え合いグループ（有償在宅福祉サービス）の支援、ネットワーク化
…グループ立ち上げ支援、活動者向け研修、団体の連絡会支援等。
市町村社会福祉協議会における「ボランティア講座」などの開催
…シニア層のボランティア入門講座への支援等。
地域で行われている「ふれあい・いきいきサロン」の活動事例紹介
…県内のサロン関係者による「サロンサミット」の開催等。
県内のボランティア活動者が情報交換をする「ボランティア・地域活動フォーラム」
の開催。
シニア大学との連携によるボランティアの育成、活動コーディネート等（一部市町
村社協）

NPO 法 人長 野 県
高齢者福祉協会

当協会の事業として取り組んでいませんが、一施設の状況を紹介します。
１ 毎日の施設利用者の送迎を依頼
２ 定年退職者の看護師を再雇用
３ 農作業の合間、冬期間において、近隣住民による施設利用者の話相手

NPO 法 人長 野 県

団体としては

介護支援専門員

昨年度から、一部地域の研修会の際に会場づくりなどで、シルバーさんの力をお

協会

借りしながら一緒に会場づくりをさせていただいています。
団体としての取組ではありませんが、ある地域では
職場を退職された方で、ボランティアチームを組み、介護施設や病院での行事（お
祭りや外出等）で車椅子を押したり、手をひく、または施設等の草取りなどお手伝
いに積極的に参加してくださるところがあります。

（公社）長野県シ

定年退職等の高年齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその

ルバー人材セン 他軽易な業務に係るものの機会を確保し、提供して就業を援助し、活動を発展させ、
ター連合会

又は就業の促進に関する講習会、面接会、その他関連する諸事業を行い、高年齢者
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の生きがい、健康増進、社会参加の推進を図り、高年齢者の能力を活かした地域社
会づくり、地域の福祉の向上に寄与することを目的としております。
・会員数：18,101 人（24 年度末）
・祖入会率：2.44％(24 年度末)
・就業率：95.6％（24 年度）
・契約額：8,853 百万円（24 年年度）
・シニアワークプログラム事業（55 歳以上）
技能講習：
（果樹栽培、植木・庭園管理、警備、観光ガイド、パソコン、子育
て支援、家事・生活支援、訪問介護）478 人（24 年度）
面接会：21 回、就職・就業者数 305 名
・社会活動：清掃・除草・草取り・剪定・子供見守り・ディサービスでの語り部・
道路補修・保育園障子張替等各センターで実施
（公財）長野県長 １
寿社会開発セン

長野県シニア大学の運営
(1) 高齢者の仲間づくりと知識の涵養を高めながら、自らの生きがいと健康づく

ター

りを図り、積極的な社会参加の実践者を養成するため、長野県シニア大学を
10 学部において実施している。
(2) 平成 24 年度に設置したシニア大学運営委員会から「カリキュラム編成の基
本的な考え方」の提言を受け、社会参加活動に繋げていくためのカリキュラム
を体系的に構築している。
２

いきいき中高年社会貢献活動支援事業
地域社会へ貢献しようと公益性・継続性の高い事業を行う、概ね 50 歳以上の
中高年者を中心に結成されたグループに対し、活動経費を助成している。

３

センター支部活動事業
センターの 10 支部において、地区高齢者の社会参加の促進を目的として講演
会を開催するなど、各支部で自主的な活動を実施している。

４

賛助会員グループ活動支援事業
センターの賛助会員グループが行う保健・福祉ボランティア活動等の社会貢献
活動に対し、活動経費を助成している。

５

高齢者地域活動会議運営事業
センターの 10 支部において、市町村、社会福祉協議会等の関係団体と社会参
加の推進方策等について、検討、協議する等、各支部で会議の運営を行っている。

６

社会参加活動事例の発表
信州ねんりんピックにおいて、高齢者グループによる社会参加活動の成果発表

を行う等、社会参加に対するモチベーションを高める取組を行っている。
（一財）長野県老

高齢者の生きがい・健康づくりと地域を元気にするために活動しています。

人クラブ連合会

１

活動内容

（１） スポーツなどの健康づくり活動
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（２） 仲間づくり活動
（３） 趣味、文化、芸能などのサークル活動
（４） 学習活動、リーダー研修
（５） 一人暮らし高齢者の安否確認などの友愛活動
（６） 児童の登下校時の見守り活動
（７） 清掃、美化活動などの地域奉仕活動
（８） 地域文化の保存、伝承活動
（９） 児童などとの世代間交流活動
（10）子育て支援などの生活支援活動
２

会員
63 市町村 10 万 4 千人（1,700 クラブ）

（一社）信州・長
野県観光協会

地域で活動する、高齢者を含むボランティアガイドや観光ガイドと連携し、着地
型（体験型）の旅行商品（観光ガイドによる町歩きツアー等）の造成・販売・実施
を推進している。

JA 長野中央会

農業に定年はなく、組合員のみなさんは生涯現役で活躍いただいてる。
一方、農家子弟が会社を定年後、農業を営む「定年帰農」を促進する取組として、
県下２０ＪＡ中、７ＪＡが定年前の就農準備講座を開いている。
こうした取組を全２０ＪＡに広げていく計画で、県営農センターでは講座に活用
するテキストの作成と提供を今年度予定している。

長野県公民館運 ○
営協議会

現在、長野県下には 1,236 館（H23 社会教育調査）の公民館があり、地域の社
会教育の推進のため、活動を行っている。

○

高齢者を対象とした活動としては、各公民館では生涯学習講座、成人学級や世
代間交流のボランティア活動等広範囲に行われ、社会活動に取り組んでいる。中
には自分の得意分野を生かして講師を担当する方もおられる。

○

高齢者学級を例にとりますと郷土史研究や軽スポーツ講座、世代間交流（おや
き作り）等さまざまな取り組みの中で学習意欲はもちろんですが、仲間同士の交
流を楽しみに参加する方が多い傾向がある。

西和田ボランテ
ィア

西和田ボランティアは、平成 25 年４月１日現在、56 名の会員からなり、西和田
区内の「福祉活動」をはじめ、老人クラブの所管事業や諸々のサークル活動事業に
参画・活動しています。
具体的には、
①

福祉事業として、
「おしゃべりサロン」、「子育て広場」、
「一人住まい高齢者

への生活支援」などの企画・準備、運営
②

老人会や公民館開催事業への参加

③

カラオケ教室、グラウンドゴルフやマレットゴルフ大会への参加

など、様々な区内事業に積極的に参加し活動しています。
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長野労働局

１

改正高年齢者雇用安定法（H25.4.1 施行）を踏まえた高年齢者雇用確保措置の
確実な実施
→ 希望者全員が 65 歳まで働ける制度の導入支援

２

高年齢者就労総合支援事業の実施（新規事業）

（１）高年齢者総合相談窓口の設置
高齢期における多種多様な就業ニーズを踏まえ、職業生活再設計に係る支
援、担当者制による就労支援を実施する。
（長野・上田・篠ノ井所で実施）
（２）高年齢者就労促進連絡会議の開催
地方公共団体、経済団体、労働団体及びその他関係機関等で構成し、高年齢
者雇用・就業支援に係る総合的な検討等を行う。
３

生涯現役社会実現事業の実施（新規事業）

（１）生涯現役社会実現環境整備事業（労働局委託事業）
→（公社）長野県シルバー人材センター連合会に委託
職業生活の再設計に係る相談・援助、セミナーの開催等により、ハロワー
クとの連携のもと生涯現役社会の実現を図る。
（２）地域別生涯現役社会実現モデル事業（本省委託事業）
→（財）産業雇用安定センターに委託
地域の中核的企業（モデル企業）の生涯現役社会の実現に向けた取組みを
通じて、地域や企業への機運醸成を図る。
（全国７ヵ所で実施予定）
４
千曲市

シルバー人材センター事業及びシニアワークプログラム事業の推進

◎高齢者の就業支援
・千曲市は、
（25 年 3 月 31 日現在で）人口 61,300 人、65 歳以上人口 17,777 人、
高齢化率 29％です。
高齢者への就業支援は、坂城町と千曲市で更埴地域シルバー人材センターへの支
援をしています。千曲市の会員数は 739 人、全体会員数は 894 人です。
会の年間 7 回ほど開催される理事会へは、参与という立場で千曲市・坂城町から
出席しています。
24 年度決算額では、千曲市と坂城町合計でシルバー人材センター運営費補助金
13,050,000 円補助しています。
◎社会活動の推進
・老人クラブ・老人大学への育成事業を実施。市内老人クラブ 61 クラブ 4,369 人
に対し、クラブ員人数により活動補助金を交付。また、市老人クラブ連合会に対
し補助金交付しています。
老人クラブ・老人大学の指導員委託事業を千曲市社会福祉協議会に委託していま
す。
・更埴地区老人大学は、千曲市と坂城町とで人口割で補助金を負担しています。24
年度の参加者は 92 名中千曲市の方は 76 名。
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飯綱町

・長野シルバー人材センター加入支援（補助金交付）
・飯綱町人材活用センター支援（事務所貸付）
・助っ人組合（補助金交付）

津金委員
（公募委員）

私自身、65 歳にて第２の創業をはたしたという経緯もあり、高齢者の就業、創
業について、高い関心をもっております。
「地域に元気という名の花を咲かせたい」
をモットーに、元気創出支援コンサルタントとして、団塊世代の定年退職者を中心
とする高齢者を対象とした「シニア創業のすすめ」のセミナー等、開催しておりま
す。
「功成り」遂げて、帰郷してきた識者を地域社会活動にどういう型で参画しても
らうか、地域の方とのマッチングに関して、現在、思案中。いずれにしても、高齢
者の有する智恵、経験、人脈等を地域への恩返しの意味も込め、有効に発揮しても
らえる場づくりとして、創業塾の開催、コーディネイトしていく組織の構築をすす
めていくべく取り組んでおります。
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