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序  章．調査目的 
 

１．調査目的 
 

  静岡市の 65歳以上の高齢者人口は平成 29年 9月末現在 207,014人となり、総人口に占める

割合（高齢化率）は 29.3％となった。現在、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46

年法律第 68号）において、企業に対し 65歳までの高年齢者雇用確保措置を講ずることが義務

付けられているが、企業を退職した 65歳以降の高齢者の多様な就業機会の確保が、今後の課題

となっている。 

  本市では、第３次総合計画・５大構想に掲げる「健康長寿のまち」の実現を目指し、今年度、

団塊の世代が 75歳となる 2025年を見据えて「健康長寿のまちづくり計画」を策定しており、

社会参加促進とくに「就労を希望する高齢者が生涯現役で働き活躍することができる環境の整

備」を重点プロジェクトと位置づけている。 

  以上を踏まえ、静岡市の高齢者就労の実態・ニーズを把握することで、地域特性を踏まえた

本市の就労モデルの実施につなげていくことを目的とする。 
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第１章 業種別関係者向けヒアリング調査及びブレインストーミング（会議）の結果 

 

１．調査概要 
 

（１）業種別関係者向けヒアリング調査及びブレインストーミング（会議） 
 

調査対象：農業（5先）、介護・福祉（2先）、運輸（3先）、小売（4先）、製造（4先）、観光

（3先）の 6業種について、計 21先の法人（関係団体、行政関係者含む）を抽出 

調査方法：訪問による聞き取り調査、ブレインストーミング（会議） 

実施時期：平成 30年 7～8月 

 

【調査項目】 

①高齢者の雇用・労働環境における現状と課題 

  ・高齢者従業者の有無・人数 

  ・高齢者従業者に求める能力・条件、役割 

 ・高齢者従業者が対応可能な具体的業務 

 ・高齢者が働きやすい環境づくり（取組み事例またはアイデア） 

 ・高齢者の生きがい（趣味・健康づくり）と実益（業務）を兼ねた就労環境の可能性 

②高齢者の雇用・労働環境の改善において行政に望むこと 
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【調査対象先】 

業 種 調査対象先 

農 業 Ａ社（農業生産法人） 

農 業 Ｂ社（農業生産法人） 

農 業 Ｃ組合（農業関係団体） 

農 業 Ｄ組合（農業関係団体） 

農 業 Ｅ（行政支援機関） 

介護福祉 Ｆ社（介護福祉サービス） 

介護福祉 Ｇ社（介護福祉サービス） 

運 輸 Ｈ社（トラック輸送） 

運 輸 Ｉ社（トラック輸送、倉庫） 

運 輸 Ｊ社（バス輸送） 

小 売 Ｋ社（医療機器販売） 

小 売 Ｌ社（造船資材販売） 

小 売 Ｍ社（食品販売） 

小 売 Ｎ社（コンビニエンスストア） 

小 売 Ｏ社（自動車販売） 

製 造 Ｐ社（電気機械） 

製 造 Ｑ社（金属製品） 

製 造 Ｒ社（その他製造） 

製 造 Ｓ社（家具製造） 

観 光 Ｔ社（宿泊サービス） 

観 光 Ｕ社（宿泊サービス） 

観 光 Ｖ社（飲食サービス） 
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２．調査結果 
 

（１）農業 

高齢者雇用の現状と可能性 

 

【調査対象先】 

農業生産法人 2社、農業関係団体 2組合、行政支援機関 1機関の 5者 

 

※8月 27日 10:00～12:00静岡市役所清水庁舎 3階会議室にて農業関係者 5名によるブレインス

トーミング（会議）を実施。 

 

①高齢者雇用の現状 
  農業分野では、従来は親族など血縁関係により労働力を確保していたが、高齢化の進展など

でそうした人手の確保も難しくなり、親族以外の採用も充分にできていないことから、多くの

農家および農業生産法人などで人手不足が生じている。現在、市内農協が無料で職業相談所を

開設し、農家と求職者をマッチングする取組みが実施されている。農家や農業生産法人などで

高齢者が行っている業務は、農作業全般にとどまらず、農産物の加工、製品化、出荷、搬送、

販売に関わる業務まで多様である。 

   

【ヒアリング内容】 

・管内では、茶農家や柑橘農家などを中心に、慢性的な人手不足に陥っており、特に大規模な農家

ほど人手不足が深刻化している。（農業関係団体Ｃ組合） 

・お茶の繁忙期には、農家の間で人の取り合いになっている。基本的に人手不足の状態。職人を確

保できず不足状態が続いている。販売所でも人手不足。（農業生産法人Ｂ社） 

・農家側の求人ニーズは、柑橘の収穫補助が大半を占める。（農業関係団体Ｃ組合） 

・農家側は、比較的単純な作業を切り出して短期で依頼するケースが多い。お茶などの収穫、なら

し、搬出・運搬等。件数ベースでは茶農家からの依頼が最も多い。（農業関係団体Ｄ組合） 

・（茶生産・製茶等の業務）①畑での茶の刈り取りと運搬、②トラックで運搬してきた茶葉の農園や

工場での積み下ろし、③茶葉をランク付けするための分析作業、④完成した茶の梱包、⑤夏の時

期の草刈などの茶園の管理、農作業全般  など。（農業生産法人Ｂ社） 

・当社が実施しているお茶ツーリズムの案内役は、70 歳代の 2 名（繁忙期は 3 名）に任せている。

一般の人々が抱く農業やお茶に対するイメージから、若い人材よりも高齢者による接客の方が“受

け”が良い。言葉は通じなくても、外国人の評判も上々である。（農業生産法人Ａ社） 

・平成 30年 4月、南部集荷場内に「パッケージセンター」を立ち上げ、管内イチゴ農家からパック

詰め作業を受託している。65～70歳の元イチゴ農家 3名が従事している。（農業関係団体Ｃ組合） 

・本格的な農業者になるには、最低でも 5 年はかかるので、多くの人が新規就農を目指しては挫折

を繰り返しており、なかなか定着できていないのが実情である。（農業生産法人Ａ社）    
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②高齢者雇用の可能性・ニーズ 
  多くの農業関係者が、農業分野における 65歳以上の高齢者の雇用について、十分に可能であ

るとの見解を示している。現在の農作業の担い手が高齢者であることや、現状、同分野におい

て高齢者が農作業以外にも、検査・品質分析、パック詰め、梱包、発送準備、観光客への茶園

案内などさまざまな分野で活躍している。農産物の販売では、顧客の高齢化に対応し、高齢者

の方が適しているという意見もあった。 

  今後、農業分野で担い手不足が深刻化する中、収穫や草取りなど単純作業を中心に、積極的

に高齢者を活用していく必要性が増している。単純作業だけでなく農業経営に関わる仕事にも

関わりを深めることで、農業の達成感・充実感につながるとの声も聞かれた。 

 

 

【ヒアリング内容】 

・その人のやる気があれば、65歳以上の高齢者でもまったく問題ない。65歳以上が活躍する場は十

分ある。高齢者が自分のペースで仕事をさせてあげればよい。（農業生産法人Ｂ社） 

・販売所では人と接する仕事であり、顧客も高齢者が多いので、高齢者に適している。（農業生産法

人Ｂ社） 

・高齢者を雇用する上でのポイントとしては、①労働時間、②健康状態、③趣味・職歴などがある。

趣味・職歴は、農業に関心があることに加えて、作業をする農家や仲間たちとコミュニケーショ

ンを取りやすい点が重要。また、高齢者は総じて早起きで、早朝時間帯の仕事を任せたいとのニ

ーズもある。（農業関係団体Ｄ組合） 

・今後、10～20年後を見据えると、現在のパート従業員が高齢化し、減少に転じていく中で、既存

の農業システムが立ち行かなくなる危険性が高まっている。そうした中、たとえば、お茶や柑橘

の収穫など、“単純作業”から高齢者も含めて積極的に活用していく必要があると考えている。（行

政支援機関Ｅ） 

・作業の単純性を切り口に、収穫や草取り、水まきといった仕事を細かく切り出し、高齢者に任せ

ることは可能であるが、農業経営（マネジメント）に関わる仕事にもタッチしないと、達成感は

味わえない。（農業生産法人Ａ社） 

・高齢者に任せたい仕事としては、主に「農産物直売等の一般事務」（伝票整理、データ入力、営業、

経理、一般事務等）、農協や農業生産法人等における「販売・製造・営業・マーケティング」（レ

ジ・販売員、品出し、検査、梱包、発送準備）、ならびに「農業全般」（農作業）の一部が該当す

る。（農業関係団体Ｄ組合） 

・これまで農家は、人を雇ったり、作業を指示することに慣れていないため、雇用者である農家側

への指導も必要である。雇う側、働く側双方が嫌な思いをせずに働きやすい環境を整備すること

がポイントになる。（農業生産法人Ｂ社） 
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（２）介護・福祉 

高齢者雇用の現状と可能性 
 

【調査対象先】 

介護福祉サービスを手掛ける市内事業者 2社 

 

①高齢者雇用の現状 
  介護・福祉分野では、厳しい労働条件から業界全体で深刻な人手不足に陥っており、事業所

間での人材争奪競争が激しさを増している。今後も、高齢化の進展で要介護者の増加が見込ま

れる中、従業員の確保が喫緊の課題となっており、総じて高齢従業員の活用意向は強い。 

現在、高齢者が行っている業務としては、シーツ交換・ベッドメイキング、食事の提供（配

膳・下膳）、見守り・コミュニケーションの提供、送迎（運転）、清掃・整理整頓、物品の補充、

施設の修繕・メンテナンスといった身体的負担の少ない軽作業が中心になっている。一方、移

乗、入浴や排せつの介助といった業務は、身体的負担が非常に大きく、事故の危険性が伴うこ

とから、高齢従業員の活躍する場面は限定的とみられる。 

 

【ヒアリング内容】 

・介護業界では、人手が十分に足りている事業者は存在しないと言われるほど、業界全体で人手不

足が非常に深刻化している。新しく介護施設が完成しても、十分なヘルパーが集まらず、開所で

きない事例が多数発生している。（介護福祉サービスＧ社） 

・中途採用の人材を求人情報誌「ＤＯＭＯ」や自社ホームページ、ハローワークで募集したが、応

募がほとんどなく、採用には結びつかなかった。（介護福祉サービスＦ社） 

・人手が不足する中、50～60歳代、70歳代も含めた労働力の重要性は相対的に増している。当社の

場合、グループ約 600名のうち、65歳以上は 70名超、60～64歳は 45名と高い比重を占める。（介

護福祉サービスＧ社） 

・高齢の従業者に任せている業務としては、シーツの交換、食事の提供、見守り・コミュニケーシ

ョンの提供、送迎、物品の補充等が挙げられる。生活の支援・サポート業務が主体で、生命に直

結する仕事は原則、体力も技術もある若年～中堅世代が担っている。（介護福祉サービスＧ社） 

・高齢の介護職員の場合、たとえば朝夕の食事時間帯だけ来てもらい、食事の介助を任せるケース

もある。（介護福祉サービスＦ社） 

・介護業務を高齢者に任せる場合、体力面の不安が付きまとうため、“人となり”を見たうえで業務

を任せている。最も肉体的な負荷が強く、難度の高い業務としては、トイレ（排泄）や入浴の介

助などが挙げられ、事故防止には十分留意している。（介護福祉サービスＦ社） 

・特別養護老人ホームの夜勤業務については、排せつ介助やトイレへの移動介助などの負担の重い

業務が発生するため、高齢のスタッフには任せていない。（介護福祉サービスＧ社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

②高齢者雇用の可能性・ニーズ 
  業界全体で人手不足が非常に深刻化する中、健康で就労意欲の高い高齢者に対する期待感は

強まっている。今後、高齢の従業員には、相対的に肉体的負担の少ない業務、とりわけ要介護

者により添った良き話し相手・理解者として、精神的なサポートを担っていくことが期待され

ている。 

一方、世代交代の進展に向けて、高齢の従業者は、あくまで若手や中堅スタッフの補助・フ

ォローに専念してもらい、現役スタッフの能力・スキル底上げを優先的に図るべきであるとの

意見も聞かれた。今後は、若年・中堅世代の従業員と明確に役割や業務分担を図りつつ、職場

全体で生産性を高めていく視点が欠かせない。 

 

【ヒアリング内容】 

・高齢者が介護業界で働くメリットとして、認知症の予防等も含めたコミュニケーション、健康維

持などが挙げられる。今後、高齢者の方々に長く働き続けてもらうためには、体調などを見極め

ながら、業務内容や勤務時間を定期的に見直していく取組みが欠かせない。（介護福祉サービスＧ

社） 

・現場の若い従業員からは、高齢の従業者の優れている点として、「要介護者の方々と昔話で盛り上

がれること」との声があがった。（介護福祉サービスＧ社） 

・今後は、高齢の従業員が軽作業をこなしてくれるからこそ、他の業務に集中できるというメリッ

トの周知・理解の徹底に一層注力するとともに、高齢求職者向けに特化した面接会・会社説明会

の開催も検討している。（介護福祉サービスＧ社） 

・高齢者に求める役割は、経験の豊富なスタッフでも、あくまで若年スタッフの補佐である。業務

の幅や中長期的な展望を考えると、若い世代に活躍してもらう方が長期的にメリットになる。（介

護福祉サービスＦ社） 

・当社は、静岡市の「シニアサポーター事業」の受入機関として指定を受けているが、十分に機能

しているとは言い難い状況にある。高齢者の方々がボランティアだけでなく、やりがいを持ち、

適切な対価（賃金）をもらって働ける制度や仕組みを構築してほしい。（介護福祉サービスＧ社） 
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（３）運輸 

高齢者雇用の現状と可能性 
 

【調査対象先】 

トラック輸送やバス輸送、倉庫業などを手掛ける市内事業者３社 

 

①高齢者雇用の現状 
  運輸業界では、景気回復やインターネット通販の急速な普及で仕事量が増加する一方、厳し

い労働条件や平成 19年の中型免許制度導入を受けて、若年層の新規入職者数が減少傾向にある。

その結果、ドライバーの高齢化と 1人当たり業務量が増加し、人手不足が常態化している。 

現在、同業界で高齢者が行っている業務としては、倉庫内での荷役作業（ピッキング、包装、

組立作業）やフォークリフトを使った荷物の積み下ろし、さらには運行管理や配車等の業務が

中心となっている。一方、視力や認知・判断力をはじめとした身体機能低下への懸念から、運

送・配送業務における高齢者の新規採用に積極的な企業は少数にとどまっている。 

 

【ヒアリング内容】 

・インターネット通販の普及で、小口物流の仕事が確実に増加しつつある中、トラック運転手が不

足している。特に、中小・零細規模の企業ほど、ドライバー不足に頭を抱えている。（トラック輸

送Ｈ社） 

・ドライバーが 1人で、荷物の積み込みや積み下ろしを行うので負担が大きい。また、顧客の倉庫

や物流施設に到着してから、待機時間が長時間発生（荷待ち）するケースも頻発しており、労働

時間の長期化を招いている。（トラック輸送Ｈ社） 

・当社グループで最も多くの高齢者が就業している業務が、倉庫（カーゴ）内作業に従事している。

ピッキングや包装、組立、段ボール箱の解体・粉砕など軽作業が中心。（トラック輸送・倉庫Ｉ社） 

・高齢者を活用する場合、運送以外の業務がメインとなる。たとえば、３ＰＬ（サード・パーティ

ー・ロジスティクス）を担う事業者が、倉庫内でフォークリフトを用いて積み下ろしを行うなど

の作業が想定される。（トラック輸送Ｈ社） 

・バス運転手の高齢化に伴い、アルバイトも含めて 65歳以上の従業員は 100人以上働いている。産

業医との定期面談や、健康診断（人間ドッグ、脳ドッグ）を通じて、特に健康面には配慮してい

る。（バス輸送Ｊ社） 

・高齢者を多く集めるために、高性能なエアコンの設置、エレベーターの導入、清潔な休憩室の設

置、広大な駐車場の整備などに取り組んでいる。（トラック輸送・倉庫Ｉ社） 
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②高齢者雇用の可能性・ニーズ 
  若年層の入職者が伸び悩み、人手不足が一段と深刻化する中、中型・大型運転免許を保有し

ていなくても、荷役（倉庫）作業や事務作業などを任せられる人材の獲得を狙う企業が、規模

の大小を問わず増えている。そうした中、業界団体が主体となり、高齢者を対象とした就職支

援・相談会の開催を図る動きもみられ始めている。 

一方、トラック等の運送業務における活用ニーズは大きくないと推察されるが、そうした場

合には、事故防止に向けた安全対策の徹底や健康管理への配慮が特に重要となろう。 

 

【ヒアリング内容】 

・本人のやる気、健康状態と会社・組織側のニーズが合致すれば、70歳以上でも十分働きやすい風

土が根付いている。（トラック輸送・倉庫Ｉ社） 

・ピッキングや包装、組立、段ボール箱の解体・粉砕など軽作業が中心。倉庫事業が保管料収入よ

りも作業料で稼ぐビジネスモデルに移りつつあり、任せたい仕事は増えている。（トラック輸送・

倉庫Ｉ社） 

・トラック協会では、今年 7月、県内 9会場（いずれもハローワーク）で「物流業界（トラック）

就職相談会」を開催。参加する求職者は、これまで業務経験がなく、大型免許も取得していない

高齢者の方々が多い。一方、梱包やピッキング、荷役、車両配置や運行管理など、運送以外の“軽

作業”だけでもこなせる人材を欲している会員企業は少なくない。（トラック輸送Ｈ社） 

・トラック運転業務は安全管理上、65歳以上の高齢者を活用することは想定していない。港湾関連

の仕事も肉体的負担が大きい。（トラック輸送・倉庫Ｉ社） 

・過疎地域の路線バスは運転本数も少ないため、高齢のアルバイト運転手に任せるケースが多い。

また、運転士の労働時間・拘束時間短縮に向けて、車両の点検や清掃といった補助的業務も想定

される。（バス輸送Ｊ社） 
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（４）小売 

高齢者雇用の現状と可能性 
 

【調査対象先】 

 市内で小売事業を展開する事業者 5社 

 

①高齢者雇用の現状 
  卸・小売業は、小売業のレジ打ちやバックヤードでの調理加工、卸売業の配送、納入などマ

ンパワーに頼る作業が多い点が特徴となっている。特に、スーパーやコンビニエンスストアと

いった小売業者では、パート従業員の確保が重要な経営課題に位置付けられている。 

業界では、セルフ（セミセルフ）レジや商品の自動受発注システムの導入といった省力化の

動きがみられるものの、労働集約型産業ゆえに多くの企業が慢性的な人手不足に陥っており、

高齢者の労働力に期待する機運は強まっている。 

 

【ヒアリング内容】 

・かつてのコンビニは若者向けの店舗というイメージが強かったが、60 歳以上の来店客の割合が

年々増加する中、安心して利用してもらうには高齢者の活用が必要と考えている。（コンビニエン

スストアＮ社） 

・当社が取り扱う商品の種類が多岐にわたることや、船舶関係といった業界特有の商品を取り扱っ

ていることから、豊富で専門的な商品知識や経験、顧客との信頼関係等がモノを言うため、意欲

のある高齢者には積極的に働き続けてもらい、顧客との折衝業務や若手社員への営業ノウハウの

指導・教育などを任せたいと考えている。（造船資材販売Ｌ社） 

・高齢の社員には営業アシスタント（納品、納入業務）や新人・事務職向けの社員教育などを任せ

ている。（医療機器販売Ｋ社） 

・高齢者が活躍している職種としては、夕食（弁当）宅配がある。高齢者の自家用車に静岡市内の

物流センターで弁当を積み込み、担当エリア内の 20～30軒に弁当を配達してもらう。顧客も高齢

者が多く、日頃からコミュニケーションを取ることで、見守りにもつながり、働く側の高齢者の

生きがい（「安心」を提供）にもつながっている。（食品販売Ｍ社） 

・店舗事業では、朝の荷出し（8:00～10:00 の約 2 時間）、カート・カゴの片付などを任せている。

（食品販売Ｍ社） 

・以前は、高齢者は朝が早いというイメージで、早朝の清掃等の業務限定で雇っていたが、定着率

は高くなかった。来店客に喜ばれる体験や、自分の発注した商品が売れるなど、充実感が必要に

なる。（コンビニエンスストアＮ社） 
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②高齢者雇用の可能性・ニーズ 
  各企業が取り扱う商品によっては、専門的な知識や顧客との厚い信頼関係が必要とされるた

め、新規就労が難しい企業・業種も存在するが、高齢者ならではの心配りや丁寧な接客態度な

どを活かして、接客・営業や若手社員の教育・指導、軽量な商品の配送・納入等、多くの職域

で活躍が期待されていると言える。特に、接客・配送面では、顧客の高齢化に対応し、コミュ

ニケーションや見守りサービスを通じた安心感・信頼感の提供に強い期待が寄せられている。 

 

【ヒアリング内容】 

・高齢従業者を採用する条件は、本人の働きたい意欲、すなわち、元気の良さや協調性と、若い従

業員の言葉や指示を受け入れられる謙虚さが重要と考えている。また、隅々まで目が行き届いた

清掃活動のできる人や、人気商品を紹介・提案できる人材などは特に重宝される。（コンビニエン

スストアＮ社） 

・パート従業員全体に占める割合は、３～４年前までは 15％程度にとどまったが、現在は 30～35％

に上昇。近いうちに 50％まで引き上げたいと考えている。（コンビニエンスストアＮ社） 

・営業アシスタントは、高齢者ならびに障がい者といった社会的弱者を積極的に活用していく必要

があると考えている。そのための勉強会やセミナーの開催を希望している。（医療機器販売Ｋ社） 

・今後、高齢者が活躍しやすい職域としては、営業（会員獲得、共済入会案内）などが考えられる。

特に高齢者ならではの人当たりの良さを存分に活かしていくことが期待される。（食品販売Ｍ社） 

・現在は、高齢者４名ともフルタイムで勤務してもらっているが、今後は、休日や労働日数・労働

時間を柔軟に調整できるよう勤務体系を多様化していきたい。（自動車販売Ｏ社） 

・これまで当社・業界での経験のない高齢者を雇う場合には、たとえば商品をトラックから積み下

ろし、倉庫の所定場所へ搬入する仕事が想定される。（造船資材販売Ｌ社） 

・ 
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（５）製造 

高齢者雇用の現状と可能性 
  

【調査対象先】 

 電気機械、金属製品、家具、その他製品の製造を手掛ける市内事業者 4社 

 

①高齢者雇用の現状 
  製造業は、生産現場への機械やロボットの導入が進めやすく、人手不足の逼迫度は非製造業

と比べて弱いと言われているが、団塊世代の大量退職や若年・中堅層の減少等により、中小企

業を中心に生産ラインの要員不足を指摘する声が相次いだ。 

こうした中、製造業各社では、主に自社における定年後のＯＢ人材等を再雇用・継続雇用し、

“即戦力”として活用するケースが増えている。高齢従業員に期待する役割・能力としては、

技能やノウハウを次世代へ伝承する必要性から、若年・中堅層への指導・教育を期待する意見

が多く聞かれた。 

 

【ヒアリング内容】 

・技術職や営業職、一般事務（人事管理、経理等）全般的にスタッフが不足している。自社ホーム

ページやハローワークで、即戦力となる人材を募集しているが、なかなか採用には至らないケー

スが多い。（電気機械製造Ｐ社） 

・人員は概ね充足しているが、30～40代の管理職が不足している。（その他製造Ｒ社） 

・中途採用はハローワーク等で機械工（旋盤やフライス盤などの知識・技術を持っている人材）を

募集してもほとんど反応がない。（金属製品製造Ｑ社） 

・職人の高齢化が進展し、高齢従業員は全体の 1割程度を占める。職人の世界では、65歳でも十分

現役として通用する。（家具製造Ｓ社） 

・高齢従業員が従事している業務としては、技術職に加えて、技術営業職も多い。技術資料の作成

や若手・中堅の営業社員の補助などをこなすほか、一世代前の技術・機械を用いた製品のメンテ

ナンス、修理といった仕事もある。（電気機械製造Ｐ社） 

・65歳を超えたバイタリティあふれる従業員が、第一線で活躍しており、金型の管理や生産委託先

である中国の生産工場の管理業務を担っている。（その他製造Ｒ社） 

・高齢従業員の雇用形態は、本人の意向に応じて、フルタイムからパートまで様々だが、フルタイ

ムの割合が高い。（電気機械製造Ｐ社） 

・高齢従業員には、フルタイム勤務に捉われず、好きな時間帯で働いてもらえれば良いと考えてお

り、そうした勤務体系を整備している。なお、すでに 1名がパートタイムとして、製造現場で働

いている。（金属製品製造Ｑ社）   
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②高齢者雇用の可能性・ニーズ 
  生産現場の運営を支えるとともに、若手・中堅層への技能やスキル継承の観点から、高齢の

人材を求めるニーズは存在しているが、職人的な固有技術を強みとする業界・企業などでは、

専門的な知識や経験が豊富でないと通用しないというケースも少なくない。 

職種としては生産管理や技術開発、専門的な技術の熟練技能、営業・販売など幅広い職種が

想定されるが、世代交代に向けて、指導役に徹してほしいとの意見も聞かれた。   

 

 

【ヒアリング内容】 

・高齢従業員の優れている点は、専門的知識や経験が豊富なことである。技術職や技術営業などは、

専門的知識や経験を活かしやすい職種であり、高齢従業員も総じて仕事のモチベーションは高い。

（電気機械製造Ｐ社） 

・高齢従業員の優れている点は、経験値が高く、機械の動かし方のコツや勘所を会得していること

が挙げられる。また、単品受注型に近いため、特定のエンジニアしかできない仕事もある。（金属

製品製造Ｑ社） 

・高齢従業員の技術や経験、知識・ノウハウなどを効率的に若年層に継承し、会社として情報を効

率的に集約していく必要がある。（電気機械製造Ｐ社） 

・若い人材の採用が難しくなる中、高齢人材の活躍のフィールドはますます広がるとみられる。1

人前の社会人（ビジネスマン）になるための基礎教育を行う必要なく、これまでの知識や経験を

生かし、即戦力としての活躍が期待できる。（電気機械製造Ｐ社） 

・今後を見据えると、社内の世代交代が欠かせないため、高齢の従業員には、部下や後輩の指導に

徹してほしいと考えており、会社としての方針を明確に打ち出す必要性を感じている。（その他製

造Ｒ社） 

・モノづくりの経験があり、図面を読めたり、機械加工に長けているような人材であれば、新たに

就労して活躍するチャンスは十分にある。意欲のある人材に来てもらえれば、積極的に受け入れ

たい。（家具製造Ｓ社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

（６）観光 

高齢者雇用の現状と可能性 
 

【調査対象先】 

 飲食・宿泊サービスを提供する市内事業者 3社 

 

①高齢者雇用の現状 
  訪日外国人客（インバウンド）の増加などに伴い、飲食、宿泊サービスの需要は底堅く推移

する一方、長時間労働や休日の少なさ、他業態と比較した賃金水準の相対的な低さなどから、

若手従業員の定着率が伸び悩んでおり、総体的に人手不足の状況にある。 

こうした状況下、業界内では、清掃や施設管理・修繕、接客、厨房の調理補助、食器洗いな

ど短時間で肉体的負担の少ない業務を切り出し、未経験者も含めた高齢者を積極的に活用しな

がら、労働力の補完を図る動きが進展している。 

 

 

【ヒアリング内容】 

・65 歳以上の高齢者は、時短勤務も含めて約 20 名が就業している。若い正社員の定着率が伸び悩

む中、高齢者に頼る場面は確実に増えている。（宿泊サービスＴ社） 

・高齢者は全従業員の 17％（70歳以上：6％、60歳台：11％）で、10人前後。従事している業務と

しては、清掃、食事作りの補助、接客などが挙げられる。（宿泊サービスＵ社） 

・ホテル・宿泊関連で言えば、清掃や施設管理といったバックヤード業務、駐車場の案内業務を中

心に高齢者が働きやすい業務は多い。（宿泊サービスＴ社） 

・高齢従業員には、接客サービスや片付、食器洗い等さまざまな業務を任せている。特に、高齢の

常連客とは、話題や話が合うことがメリットと感じており、それぞれ個性のある接客サービスを

提供している。また、長く働き続けており、仕事に慣れていることから、自分で状況を見ながら

動いてもらえている。（飲食サービスＶ社） 

・高齢者を雇う場合、“人柄”で採用を決定する。「今までとは違った世界の仕事をしてみたい」と

いう挑戦意欲の高い方も存在する。（宿泊サービスＴ社） 

・当社では生産性向上に不可欠なツールであるＩＴ（スマートフォンやタブレット端末）を積極的

に活用しており、スマートフォンや通話アプリ「LINE」などの利用に抵抗感のない人材が辞めず

に残っている。（宿泊サービスＵ社） 
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②高齢者雇用の可能性・ニーズ 
  観光業界では、業務経験の有無よりも、顧客や社員同士のコミュニケーション力、顧客をも

てなす心やサービス精神が重視されるため、礼儀やマナーを重んじる高齢者の活用意向は総じ

て強いと考えられる。 

今後は、社内での同世代や若年層との交流機会の拡充などを通じて、楽しさや生きがいを喚

起するとともに、生産性向上に不可欠なツールであるＩＴ機器（パソコン、スマートフォン、

タブレット端末等）への抵抗感を取り除くことが高齢者の活躍の場を一層広げることにつなが

ると想定される。 

 

 

【ヒアリング内容】 

・飲食、宿泊関連業務では業務経験がなくても、「お客様を楽しませたい」「自分も楽しみたい」と

いう気持ちがあれば、まったく問題ない。（宿泊サービスＵ社） 

・休憩時間には高齢者と現役世代が気軽に会話を楽しんでいる光景がみられる。高齢者同士のみな

らず、子供や孫と同じ世代とも触れ合うことで、刺激にもなると思われる。（宿泊サービスＴ社） 

・60歳～70歳前半でも、高齢者・シニア扱いせず、若い従業員との懇親会を通じて積極的な交流の

機会の場を設けている。飲み会などにも積極的に参加し、楽しんでもらえている。（宿泊サービス

Ｕ社） 

・外国人観光客の来店客が増加する中、高齢従業員ならではの物腰柔らかな接客態度や“おもてな

し”精神のあふれるサービス提供を通じて、口コミの広まりによる店のイメージアップ、来客数

増加につながることを期待している。（飲食サービスＶ社） 

・今後も、求人ルートは①正社員の継続雇用（65 歳以降）、②シルバー人材センターから派遣され

てきた人材のうち、意欲の高い方の直接雇用、③求人誌によるパートタイム募集の３つを想定し

ている。特に、静岡市のシルバー人材センターは、登録している人材の質が総じて高く、人数も

多いメリットがある。就業時間や勤務条件の規制緩和により、さらに活躍の場面が拡がることを

期待している。（宿泊サービスＴ社） 
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第２章 先進事例（高齢者就労促進地域連携事業）のヒアリング調査  
１．調査概要 
 

調査対象：高齢者就労支援に先進的に取り組む自治体・シルバー人材センター3先を抽出 

調査方法：訪問等による聞き取り調査 

実施時期：平成 30年 10月  

 

【調査項目】 

①生涯現役促進地域連携事業の取組み内容 

・主な事業内容と特に効果の大きな事業 

・重点業種の選定方法 

・関係機関（シルバー人材センター等）、行政との連携状況 

・事業資金の主要な使途 

・事業に取り組む中で顕在化した問題点と対応策 

・地域課題の解決、地域活性化との関連性 

・事業期間終了後の予定・計画 

②生涯現役促進地域連携事業の成果、今後の課題 

・高齢者活用に意欲的な企業（業種）の特徴、企業への啓発活動の工夫 

・市内高齢者の意識改革・周知方法 

 

【調査対象先】 

地 域 調査対象先 

愛 媛 県 愛媛県生涯現役促進地域連携事業推進協議会 

愛媛県雇用対策室雇用対策グループ 

愛媛県土木部道路都市局建築住宅課 

松 山 市 松山市シルバー人材センター 

（生涯現役促進松山地域連携協議会事務局） 

総 社 市 総社市長寿介護課（総社市生涯現役促進協議会事務局） 

総社市社会福祉協議会 
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２．調査結果 
 

（１）「高年齢者活用 みんなが活躍できる愛媛づくりプロジェクト」（愛媛県） 

  

①プロジェクト概要 

 

【事業構想提案団体】愛媛県生涯現役促進地域連携事業推進協議会 

 

【事業期間】平成 30年 7月～33年 3月 

 

【事業の概要（趣旨）】 

 愛媛県では、人口減少・少子高齢化の進展により生産年齢人口が長期的に減少しているうえ、

次世代を支える若者も進学や就職をきっかけとして県外に流出するなどにより、県内の幅広い

業種で人手不足となっており、人材の確保が重要な課題となっている。こうした中、働く意欲

のある高年齢者がその能力や経験を活かして活躍することが、人手不足やその他の県が抱える

問題（障害者雇用、空き家対策）の解決につながる。 

そのため本事業では、高年齢者の就労の場の拡大を図るための「高年齢者活用プラン」の企

業への提案による高年齢者の就労の場の拡大、高年齢者向けのセミナーや就職相談会・面接会

などにより高年齢者を就労に導く。また、障害者サポーター養成研修や空き家管理基礎知識講

座の実施により、県が抱える問題の解決に高齢者を活用する仕組みを構築する。 

 

【重点業種】 

卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉（社会福祉・介護事業）、生活関連

サービス・娯楽業（その他のサービス業） 

 

【主な事業内容】 

 ・高年齢者活用ニーズ調査とニーズに応じた「高年齢者活用プラン」の企業への提案 

 ・高年齢者向け生活設計セミナーの開催 

・高年齢者向けの就職相談会・面接会の実施 

 ・障がい者等サポーター養成研修の実施、障がい者雇用サポート事業の実施 

・空き家管理基礎知識講座の実施 
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②ヒアリング内容の詳細 

 

 

調 査 先：愛媛県生涯現役促進地域連携事業推進協議会（愛媛県） 

住    所：愛媛県松山市一番町 1-14-10 

面 談 日：平成 30年 10月 11日 

        

 

・「企業の人手不足」「障がい者雇用」「空き家対策」「健康管理」といった愛媛県の抱える地域

課題から事業を選定、平成 30年度に採択された。重点業種は、「卸売・小売業（小売業）」「宿

泊業・飲食サービス業」「医療・福祉（社会福祉・介護事業）」、「生活関連サービス・娯楽（そ

の他サービス業）」で、高齢者の就業者数が多い、または増加している 4業種を選定。 

・協議会の事務局は「愛媛県シルバー人材センター連合会」の事務所内に設置し、連合会の事

務局長と会計担当者が協議会の兼務職員になっている。事業実施期間は平成 30 年 7 月～33

年 3月までの３カ年計画で、終了後は空き家関連事業等事業の一部を愛媛県シルバー人材セ

ンター連合会に引き継ぐ予定。 

・取組みはまだ緒に就いたばかりであり、主にセミナーの開催・告知などの事業をスタートさ

せている。「合同就職相談会・面接会」等では、人手不足のため企業側の参加意欲は比較的

高いが、協議会の知名度がまだ低く、特に求職者側への周知活動に力を入れていく必要があ

ると考えている。大規模なイベントでは、協議会の職員だけでなく、愛媛県雇用対策室の担

当職員も総出で運営にあたっている。 

・主要事業の１つとして、同県の社会的課題である「空き家対策」を盛り込んだ。愛媛県の空

き家（2次的住宅を除く）総数は 119,500戸、住宅総数に占める割合（空き家率）は 16.9％

で全国ワースト２位に位置し、特に、宇和島市や八幡浜市、西予市等が含まれる南予地区で

空き家率が高い。 

・愛媛県の空き家対策（平成 26年に「空き家対策に関する検討会」を設置）としては、①空き

家実態調査（昨年度実施済）、②老朽危険家屋の除却、③中古住宅の流通促進、④空き家の

管理を掲げており、②～④を今後順次進めていく予定である。 

・空き家の管理で高齢者（シルバー人材センター）に依頼する業務としては、「空き家管理相談

窓口の設置」「空き家管理知識習得講習会の実施」「地域の空き家管理」「契約空き家の問題

解決」が主な事業内容となっている。 

・具体的な事業内容としては、各地域のシルバー人材センター内に「空き家管理相談窓口」を

設置し、空き家管理業務の周知、「地域の空き家管理」は巡回による空き家の老朽度確認と

データベース更新、「契約空き家の問題解決」は空き家所有者から管理業務を受託し、建物

の通風や郵便管理、除草等を行い、定期的に報告する。 

・「空き家管理知識習得講習会」業務は、愛媛県建築士協会が、目視点検のチェックポイントや

清掃・除草のノウハウをまとめたマニュアルを作成し、それをもとに県内各地のシルバー人

材センター等にて勉強会を開催している（1回当たり 3時間程度、定員は 20～30名の予定）。

10月 16日に八幡浜市で開催した勉強会は満員となり、求職者のニーズも大きいとみられる。 

・同県では、空き家管理代行サービスに高齢者が適していると考えている。①高度な知識や技

術を必要としない、②拘束時間が少ない、③作業自体の肉体的な負担は重くないとみられる。 

・一方、顔を知らない人に家のカギを預けたり、家に立ち入られることに不安を感じる利用者

も多く、空き家の所有者とシルバー人材センターで信頼関係を築くことが求められる。 

・すでに同県の西条市と八幡浜市では、市内のシルバー人材センターと協定を締結し、空き家

管理の代行サービスを提供している。同様のサービスを提供している民間事業者（主に不動

産会社）は、松山市内を中心に県内に多く存在するが、空き家率の高い南予地区では少数に
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とどまっている。過疎化で空き家が広域に点在しているため、民間事業者のビジネスとして

は成り立ちにくいのが実情で、「行政とシルバー人材センターによる空き家管理サービスの

提供は地域で注目を集めた」（八幡浜市都市デザイン係）という。 

・高齢者に対する意識改革の方法として、シニア向け就職相談会・面談会に合わせて、「生活設

計セミナー」を開催し、金銭面から働くことの重要性について意識付けを行っている。協議

会や事業のチラシをシルバー人材センターや老人クラブを通じて配布している。 

 

 

先行事例① 八幡浜市 

・八幡浜市では平成 29年 3月にシルバー人材センターと協定を締結した。清掃、通風・換気、

除草は 1時間当たり 880円、庭木の剪定、大工仕事等の技術を要する作業は同 1,100円から

提供している。平成 29 年度の実施件数は 38 件で、うち除草・剪定等が 26 件、家財処分が

10 件、通風・換気等の空き家管理業務が 3 件。30 年度上半期（4 月～9 月）は 38 件と、前

年の 2倍近いペースで伸長。内訳は除草・剪定等が 16件、家財処分が 15件、空き家管理が

7件。同市都市デザイン係では固定資産税の納税通知書にチラシを同封したり、市の広報誌・

ホームページでの情報発信に注力している。 

 

先行事例② 西条市 

・西条市では平成 30年 3月に同市シルバー人材センターと協定を締結し、現在までに約 20件

の依頼が舞い込んでいる。料金体系は、基本プラン（目視点検・郵便物の確認）が 1回当た

り 1,900 円、プランＡ（玄関前の簡易清掃、庭木・雑草の確認などの屋外作業）が同 3,660

円、プランＢ（通風・換気、簡易清掃などの屋内作業）も同 3,660円、剪定や除草、墓地管

理などはオプション料金として個別に相談するシステムとなっている。ニーズとしては、「庭

木の剪定依頼が最も多く、家屋の目視点検や郵便物の確認、雨戸の修繕といった軽作業の相

談も増えつつある」（西条市建築審査課）という。なお、平成 30年 5月から、ふるさと納税

の返礼品として、寄附金に応じて上記各プランの提供を開始した。 
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（２）「地域創生に係る高齢者の就業機会拡充連携支援事業」（愛媛県松山市） 

 

 ①プロジェクト概要 

 

【事業構想提案団体】公益社団法人松山市シルバー人材センター 

 

【事業期間】平成 29年度～31年度 

 

【事業の概要（趣旨）】 

 四国有数の観光地である松山市においては、今後、道後温泉の改修工事が想定されるなど、

観光客減少対策が喫緊の課題である。また、同市が抱える人口減少問題の解決に向けては、高

年齢者の生涯現役促進の取組、特に女性の就業率の向上が不可欠である。 

そのような現状を踏まえ、「観光都市松山」へのインバウンド消費の取り込みに向けた「郷

土料理をはじめとする、特に高年齢女性を活用した観光資源の創造」の他、首都圏に住む高齢

者の移住と仕事の地方分散に向け、首都圏での仕事確保と移住希望者の確保に向けた活動など

に取り組む。 

 

【重点業種】 

農業、宿泊業・飲食サービス業、医療福祉（社会福祉・介護事業）、サービス業 

 

【主な事業内容】 

・就労全般に関する専門情報誌の発行・配布 

・郷土料理を観光資源に昇華させ、新たな高齢者の就労を目指すため、郷土料理マイスタ

ー育成の講習会や郷土料理伝承講習会を開催 

・創業・経営・就労支援などの幅広いサービスを提供するワンストップ窓口の設置 

・「松山ファンクラブ」結成による地元高齢者就労機会確保に係る首都圏企業の仕事確保 

と移住高年齢者就労促進を図る 

・介護助手候補者育成指導トライアルによる介護分野の就労機会拡充連携事業の実施 
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②ヒアリング内容の詳細 

 

ヒアリング先 

 

調 査 先：松山市シルバー人材センター（生涯現役促進松山地域連携協議会事務局） 

住    所：愛媛県松山市若草町 8-3 

面 談 日：平成 30年 10月 11日 

 

       

・愛媛県松山市は、人口 51.7万人（平成 27年 10月国勢調査）で、四国最大の規模を誇るが、

少子高齢化の進展で平成 23 年以降、人口減少が加速している。こうした中、労働力人口の

減少に歯止めをかけるべく、高齢者の就業機会の確保に注力。平成 28年 10月、松山市シル

バー人材センターを事業推進の事務局とする、行政（松山市）を含む８者で「生涯現役促進

松山地域連絡協議会」を設立した。 

・重点業種としては、農業、宿泊・飲食サービス業、医療福祉、サービス（その他サービス）

業に絞り込み、それぞれ第 1 運営委員会（広報、首都圏移住就労）、第 2 運営委員会（介護

専門）、第 3運営委員会（食・農・観光専門）を立ち上げている。 

・第 1運営委員会（広報・首都圏移住就労）では、松山市（愛媛県）が関西圏との関係が強い

香川県や徳島県と違い、首都圏との経済・文化的つながりが強く、首都圏に進学・就職した

まま戻ってこない人々が多いことに目を付けた。そこで、首都圏に埋もれているホワイトカ

ラーの同市出身者をＵターンで呼び戻すとともに、「都市部での就業経験や人的ネットワー

クを活かし、地元に仕事を持ってきてもらう」ことで、既存にない仕事を創出したいという

発想が根底にある。 

・たとえば、大手百貨店でバイヤーを務めていた男性は、仕事上の付き合いから、大手ドラッ

グストアチェーンが、四国各地への新規出店時にわざわざ広島から高い交通費を払って社員

を派遣し、商品を陳列していることを把握し、シルバー人材センターへの業務委託を提案し

た。これにより、発注先のコストダウンとシルバー人材センターの新たな仕事の受注を同時

に実現した。 

・また、「サービス業（その他サービス業）」では、速記・ワープロ・複写業などＩＴ関連業種

が中心で、賃金コストの高い首都圏でなくても引き受けられる仕事や、防災対策として作成

した書類をデータ化・デジタル化する仕事は増加傾向にあり、松山市内のＩＴ業界の経験者

らが引き受けている。比較的定型的な業務が主体のため、「几帳面かつ細かい作業が得意で、

１つの作業に集中できる人材が向いている」という。 

・東京・有楽町にある愛媛県「ふるさと回帰支援センター」での相談受付や県人会、高校・大

学のＯＢ人脈を用いて、埋もれている優秀な人材を芋づる式に掘り起こしている。データベ

ース化するよりも、個人と個人のつながりを活かしたアナログ的なネットワークを活用する

方が、確実な信頼を得る上では有効で、セミナーや就職説明会を開催するだけでは見つから

ない貴重な人材を発掘できる。 

・第 3運営委員会（食・農・観光専門）では、松山市の女性高齢者の気質として、「外で仕事す

るよりも家庭を大事にする」「ガツガツ働かない」ことを挙げており、埋もれている優秀な

女性人材に表舞台に立ってもらうため、インバウンドも含めた観光客の誘客に一役買っても

らうことにターゲットを絞った。 

・そうした中で、「地元の家庭の味として長年伝わる郷土料理を商品化し、後世に伝承したい」

との想いから、市内の高齢女性 4名が「まつやま郷土料理研究会」を結成。地場伝統野菜で

ある「伊予緋かぶ」のかぶら漬（漬物）を開発、道後温泉街や空港等市内各地で土産品とし

て販売する。安定した需要が見込まれる上、栽培も比較的容易なことから、リタイア後に就
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農する高齢者も現れるなど、農業分野でも相乗効果を発揮している。当プロジェクトにおい

ては、市内の調理専門学校の学校長である 80 代女性がリーダーシップを発揮。調理学校の

講師やホテルの料理長、道後温泉街の小売店主ら多様な関係者をこの女性リーダーが巻き込

んでおり、力強く商品力のブラッシュアップ（盛り付けの工夫等）や安定した販路の確保に

つなげた点が特徴である。 

・郷土料理研究会は、地域の高齢者を対象としたマイスター制度を導入。マイスター養成講座

に参加する高齢女性は 11名に上り、「夏柑ずし」といった新商品の開発や各種イベントでの

郷土料理の普及啓発活動、小中高校での食育・料理指導など活躍の場を拡げている。 

・松山市シルバー人材センターは、全国各地の組織同様、会員数の減少に直面する中で、環境

変化への対応を目指している。シルバー人材センターの斡旋する業務が、清掃や除草、施設

管理など“ブルーカラーの仕事”中心というイメージを払拭し、ホワイトカラー・専門スキ

ルを持つ人材にとって魅力的な仕事を提案していくことが求められる。また、既存の仕事の

紹介・斡旋を行っていても、ハローワークや民間人材会社との違いを打ち出すことは難しく、

独自に新たな仕事を創り出していくことがカギになる。 

・生涯現役促進地域連携事業で、なかなか成果を上げきれていない地域が多いのは、高齢者が

本当に就きたい仕事や対応可能な業務を十分把握し切れていないことが一因ではないかと

思われる。かつての 60 代は、趣味や考え方が似通っていたが、現在は就労ニーズの多様化

が進行しており、1人ひとりと対話しなければ、適した仕事を紹介することは困難である。 

 当センターでは、デジタルな人材登録ではなくアナログな人と人とのつながりが極めて重要

と考えており、担当者が毎日 20～30 人の高齢者と面談し、各人の意欲や能力、強みの把握

に努めている。 

・人手不足でも、高齢者を雇用するために仕事を切り出して募集する中小企業は少ない。空い

たポスト（役職）に、就いてもらえるか能力や適性を判断しているケースが圧倒的に多いの

が実情。 
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（３）「いつまでも働けるそうじゃ！人生の匠が産業と観光のマンパワーを担う」（岡山県総社市） 

  

①プロジェクト概要 

 

【事業構想提案団体】総社市生涯現役促進協議会 

 

【事業期間】平成 29年 4月～32年 3月 

 

【事業の概要（趣旨）】 

  企業誘致等により今後２年間で約 3,500人の雇用が創出され、さらなる人口増加が見込ま

れるなか、懸念されるマンパワー不足への対応や、伸び悩む観光産業の活性化等を目的に、

高年齢者が主体となったまちづくりの取組に向けて、これまで市独自で行ってきた障がい者

雇用施策等によって得られたノウハウを活かし、ハローワークやシルバー人材センター、社

会福祉協議会等と連携した就労、創業、社会参加等の希望を気軽に相談できる「ワンストッ

プ相談窓口の設置」の他、「農業者育成研修」や「観光や食に視点を置いた女性限定の就業・

創業サロンの開催」等により就業・創業支援を行っていく。 

 

【重点業種】 

製造業、サービス業、観光業、農業 

 

【主な事業内容】 

・ハローワークやシルバー人材センター、社会福祉協議会等と連携した就労、創業、社会

参加等の希望を気軽に相談できるワンストップ相談窓口の設置 

・高年齢者の雇用促進に向けたシンポジウムの開催 

・合同企業説明会の開催 

・高年齢者雇用に先進的に取り組んでいる企業による「先駆的事例セミナー研修」の開催 

・在日外国人や多言語話者である高年齢者が外国人観光客に対する観光ガイドのスキルを

習得するセミナーの開催 

・農業関係機関の他、専業・兼業農家における補助員としての就労、更には創業をも視野

に入れた「農業者育成研修」の開催 

・観光や食に視点を置いた女性限定の就業・創業サロンの開催 
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②ヒアリング内容の詳細 

 

調 査 先：総社市長寿介護課（総社市生涯現役促進協議会事務局） 

住    所：岡山県総社市中央一丁目 1-1 

面 談 日：平成 30年 10月 12日 

 

 

       

・岡山県総社市は、東部は岡山市、南部は倉敷市の県内 2大都市に隣接するベッドタウンで、

人口は約 6.9万人（平成 30年 9月）。三菱自動車工業㈱水島製作所の下請メーカーや、カル

ピス㈱岡山工場といった飲食料品メーカー等製造業の集積が厚い。独自の福祉政策の拡充や

日本郵便㈱やアマゾンジャパンの大型物流拠点の進出が相次ぎ、2011年以降人口は右肩上が

りで増加している。 

・同市では従来から、全国屈指の福祉都市を掲げ、健康づくり・介護予防や社会保障費の削減、

ひいては企業の人手不足解消に注力してきた。平成 28 年 3 月に「生涯現役促進地域連携事

業」に関する情報収集を開始、6 月に協議会設立と事業構想提案書を提出。8 月に実施計画

が採択され、9月に協議会総会が実施された。 

・事業では、「現在働いていないが、今後働きたい」という約 1,500人（推計）を主要ターゲッ

トに据える。事業の目的を高齢者の「生きがいづくり」と位置付けており、趣味やボランテ

ィア等、必ずしも雇用（就職）に結びつかなくても良いと考えている。「何をしたいのかは

っきり決まっていないが、何かしたい」との相談も多いという。 

・総社市生涯現役促進協議会は、総社市やシルバー人材センター、商工会・商工会議所、大学、

地域金融機関、観光協会等多様な関係団体が参画しているが、中心的役割を担うのが、「総

社市社会福祉協議会」である。同福祉協議会は、総社市長の強力なリーダーシップの下、障

がい者の雇用の場の開拓に向けて、市内外の企業を積極的に訪問し、障がい者の雇用者数を

平成 23年度の 180人から 27年度には 1,000人超へ押し上げた実績とノウハウを有する。（当

初は、市の職員が同行して企業からの信用を勝ち取り、徐々にパイプを太くしていった）。 

・総社市の特徴的な取組みとして、平成 28年 10月に社会福祉協議会内に設置したワンストッ

プ相談窓口（「そうじゃ 60 歳からの人生設計所」）があげられる。相談窓口では、専従の 2

名の職員（社会福祉協議会の職員）が、高齢者のボランティアを含めた多様な働き方のニー

ズを聞き、適切な支援へとつなげている。たとえば、ハローワークやシルバー人材センター

へとつなげるだけでなく、「障がい者千人雇用」政策のノウハウを活かし、就職後のフォロ

ーをハローワークと行っている。さらに、生活困窮者支援や虐待対策といった福祉政策にも

つなげている。人生設計所で就労支援をする中で、まず生活の立て直しが必要だと判断され

る高齢者がいれば生活困窮支援センターにつなげることができ、逆に生活困窮支援センター

へ相談に来た者に就労の見込みがあれば人生設計所へとつなげることができる等、柔軟に対

応できる地域包括ケアシステムとなっており、人生設計所は総社市の福祉政策と人手不足対

策を両立させたものとなっている。また、毎月、協議会事務局とシルバー人材センター、ハ

ローワークの間で、情報交換を行い、求人・求職ニーズの集約を図っている。 

・同窓口を通じた就職実績（平成 28年 10月～30年 9月末）は 140名、ボランティアは 11名。

一度は就職したものの、その後離職してしまった人もカウントしており（45 名）、再就職に

向けた相談やアドバイス等のフォローアップを実施している。 

・人生設計所の職員（支援員）は、市内企業を訪問し、経営者や人事担当者と面談しながら、

求人ニーズの掘り起こし、高齢者に任せられる業務の抽出をサポートする。たとえば、運輸

関連で力仕事の得意な若い男性職員を募集している企業でも、支援員と会話を進める中、配

送の準備・支援業務で高齢者活用の可能性を見出したケースがある。人生設計所が仲介する
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ことで、企業側も安心して高齢者を雇用できるといった意見も聞かれる。 

・地元企業が高齢者を活用するケースとしては、地元のパン屋で生産設備の清掃やゴミの片付、

農家での早朝の農園管理といった時間限定の仕事の依頼が多く、フルタイム中心のハローワ

ークとの差別化を実現。企業からは「高齢者は良く気が付く」「率先して自分の仕事を探し

てくれる」との声が上がっている。 

・地域連携促進事業の成否のカギは、“地上戦＋空中戦”と考えている。“地上戦”は、相談所

の支援員による地道な“営業活動”であり、市内企業への訪問活動に加えて、求職者にも電

話や郵便等で、仕事やセミナーに関する案内を積極的に行っている。一方、“空中戦”は地

元メディア（新聞・ＴＶ）への露出、市内広報誌等を活用した周知活動である。 

・重点分野は、市の主要産業である製造業やサービス業、古墳や寺社といった観光資源を活か

した観光産業等に定めているが、実際は高齢者の多様な就労ニーズを反映して幅広い業種・

企業で活用が広がっている。一方、農業分野では、「そうじゃ地食べ公社」やＪＡと連携し、

農業者育成研修会を定期的に実施しているが、実際の就農には相応の経験や技術を要するた

め、雇用実績は伸び悩んでいる。ただし、高齢者が、外に出て別の仕事に就いたり、家庭菜

園等に関心を持つ“きっかけ”として機能している。 

・事業期間終了後も、社会福祉協議会内に人生設計所のスキームと人材を引き継ぎ、高齢者の

就労や社会参画を後押しする予定。ただし、予算の削減により、セミナーや講演会の開催数

は減少する可能性が高い。 

 

・事業実施による課題と今後の方向性は以下の通り（同市提供資料） 

 

課題 

１．高齢者への周知啓発とアプローチの手法 

２．就労について多様化している個別ニーズの把握とマッチング 

３．長年の経験や技術の活用と新たな業種への対応力 

４．中小企業の高齢者雇用に対する認識不足 

５．農業・観光の産業化に向けた団体間の意識格差 

 

方向性 

〇高齢者の就労モデルの事例創出 

〇ワークシェアや短時間労働を希望する高齢者の人材把握 

〇企業開拓と求人・求職ニーズに対する「人生設計所」の機能向上 

〇住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちを目指し、経験が豊富で人生の匠である高齢者 

のマンパワーを活用 
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第３章 高齢者雇用や起業の促進のための民間企業等ヒアリング調査  
１．調査概要 
 

（１）高齢者就労を積極的に行っている事例 

調査対象：高齢者の就労促進に意欲的に取り組む法人 3先を抽出 

調査方法：訪問による聞き取り調査 

実施時期：平成 30年 9～10月 

  

【調査項目】 

①高齢者の雇用・労働環境における現状と課題 

  ・高齢者従業者に求める能力・条件、役割 

 ・高齢者従業者が対応可能な具体的業務 

 ・高齢者が働きやすい環境づくりの取組み 

 ・今後に向けた課題や対応策 

②高齢者の雇用・労働環境の改善において行政に望むこと 

  

【調査対象先】 

業 種 調査対象先 

製 造 Ｗ社（金属製品） 

小 売 Ｘ社（食品販売） 

介護福祉 Ｙ社（介護福祉サービス） 

 

【調査対象先企業の特徴】 

Ｗ社 

…パイプ部品等の加工メーカーで、社員（300名弱）の 25％が高齢者。社員全員が家族（祖父

母、親、子供）のような態度で接する風土が特徴で、人材の定着率は極めて高い。社員を大

切にする企業風土が、新卒採用にもプラス効果を与えている。 

 

Ｘ社 

…パート従業員の１割以上が高齢者。従業員の高齢化に対応し、店舗のバリアフリー化やフロ

アの材質変更で、安全性確保に乗り出した。自転車通勤の従業員に対しては、保険加入のサ

ポート、自動車通勤従業者にはドライブレコーダーの購入費用を補助し、通勤時の安全面に

も配慮。 

 

Ｙ社 

…介護業務を細分化して切り出し、肉体的負担の少ない清掃や洗濯などの仕事を高齢者に依頼

するなど、多様な働き方を認めている。意欲のある高齢者には、夜勤業務や肉体的負荷の大

きいと言われる入浴や排泄介助も任せるなど、現役世代と区別せず、積極的に仕事を任せて

いる。 
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（２）高齢者就労を目的として起業した事例 

  調査対象：高齢者就労を目的として設立された企業 1社を抽出 

調査方法：訪問による聞き取り調査 

実施時期：平成 30年 10月 

 

【調査項目】 

①高齢者の雇用・労働環境における現状と課題 

 ・起業の経緯・背景、企業に当たり工夫（苦労）した点 

  ・高齢者従業者に求める能力・条件、役割 

 ・高齢者従業者が対応可能な具体的業務 

 ・高齢者が働きやすい環境づくりの取組み 

 ・今後に向けた課題や対応策 

②高齢者の雇用・労働環境の改善において行政に望むこと 

 

【調査対象先】 

業 種 調査対象先 

製 造 Ｚ社（その他製造） 

 

【調査対象先企業の特徴】 

Ｚ社 

…先代社長が定年退職後、高齢者による技術開発企業として創業した。社員数名の少数精

鋭で、社員の平均年齢は 70歳代後半で、社員の健康には十分配慮を行っている。 
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第４章 調査結果等に基づく分析～「静岡市における高齢者就労モデル」の考察  
１．調査結果の分析 
 

「業界別関係者向けヒアリング調査及びブレインストーミング」「先進事例のヒアリング調

査」「高齢者雇用や起業の促進のための民間企業等ヒアリング調査」の３つの調査結果に基づき

分析を行い、静岡市における高齢者就労モデルの考察を行う。 

 

（１）高齢者就労に関わる業種別優位性の分析 

今回、実施した「業界別関係者向けヒアリング調査及びブレインストーミング」で得られた

数多くの高齢者雇用の現状と今後の可能性・ニーズに関する情報および昨年度実施した「静岡

市高齢者就労に関する実態・ニーズ調査」における市内事業所向けおよび同高齢者向けアンケ

ート結果（2018年 1月実施）に基づき、調査対象６業種における高齢者就労に関わる業種別の

優位性を整理すると以下のようになる。 

 

高齢者活用意向の意識は、6業種とも 50％を超えているが、人手不足の深刻度を反映し、「運

輸」「介護・福祉」「観光」などで特に強くなっている。 

 

高齢者側の就業ニーズとしては、「小売」や「観光」に関連する“接客サービス業務”の人

気が最も高く、次いで「製造」の”生産工程（製造作業）”や「運輸」の“運転・配送・包装

業務”、「介護・福祉」「観光」などと関連性の高い“施設管理・清掃・警備”などが続いた。 

 

雇用形態（既存社員の活用、新規就労の可能性）としては、「小売」や「観光」をはじめと

した非製造分野では、数多くの業務の中から比較的誰もが取り組みやすい平易な作業を抽出し、

パート・アルバイトとして雇用するケースが中心である。一方、「製造」では、正社員や嘱託社

員として、技術や専門知識が求められる業務や現役時に担当していた業務で継続雇用するケー

スが多くみられた。 

 

労働時間の弾力性（自由度）は当然ながら非製造分野の方が高まるが、「製造」においても、

高齢者に長く働き続けてもらうため、高齢従業者と相談しながら勤務日数・時間を柔軟に設定

している事例もあり、取組み次第といえる。 

  

高齢者ならではの活用メリット、すなわち高齢者の強みや資質を活かした働き方のモデルと

しては、「介護・福祉」では、要介護者との会話やコミュニケーションでは若年層以上に強みを

発揮するとみられる。「運輸」では中核的業務である運送・配送分野での活用に積極的な企業は

限定的で、周辺分野である荷役作業や事務職等での活用が一般的である。「小売」「観光」とい

った対人サービスを基本とする業種では、高齢者ならではの落ち着きや心配り、思慮分別のあ

る振る舞いが活かしやすいと考えられる。 

  

高齢者側の就業するメリットは、経済的収入のほか、働きがいや健康面へのメリットなど個

人によりそれぞれ重視する内容は異なるが、「仕事のやりがい」といった面をみるとそれぞれ次

の点が挙げられる。「農業」は、体力的な負担や苦労も大きい反面、収穫時の喜びや達成感、天
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候等イレギュラーな事態に対する判断力や対応力の養成にもつながりやすい。「介護・福祉」は、

コミュニケーションの活発化による認知症予防や健康促進が期待できる。「小売」では、付き合

いの長い得意先への営業や配送、高齢の顧客との会話・コミュニケーションなどに働く意義を

見出しやすいなどである。「製造」は総じて業務経験や専門性を活かしやすく、仕事に対する充

実感を得られやすいと考えられ、「観光」では、世代の垣根を超えた従業員との積極的な交流を

通じた刺激がそれぞれモチベーションにつながるとみられる。 

 

雇用の形態と条件（制約）の観点では、「介護・福祉」や「運輸」、「農業」は肉体的負荷が

大きい点が高齢者を積極的に活用する上での制約となっており、業務の細分化・切り出しによ

る軽減が重要となる。一方、「製造」は、技術や経験、専門知識を要する業務が多く、新規就労

の可能性は他業種と比べて限られる。 

  

高齢者の活用が想定される主な業種・企業および具体的業務をみると、「農業」では、農業

協同組合や農業生産法人、大規模な農家を中心に、収穫作業や草刈り、農園管理といった作業

に加えて、販売・マーケティング面でも活躍の余地がある。「介護・福祉」では、清掃や食事の

配膳、片付といった身体的負荷の少ない業務、「運輸」では、主に倉庫・物流施設内における商

品のピッキング、配送準備や車両の運行管理などがある。「小売」では、特に人手不足の深刻な

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど小売業で、レジ係などの接客業務、品出し、

軽量な商品の配達サービス等の業務が想定される。「製造」では、生産現場要員から技術指導・

生産管理、営業・事務職など幅広い。「観光」では、飲食店・宿泊施設における接客や清掃、食

事の配膳、片付けなど幅広い業務が存在する。 
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【業種別優位性比較分析表】 
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（２）高齢者就労支援のポイント 
 

第 2章「先進事例（高齢者就労促進地域連携事業）のヒアリング調査」で取り上げた先駆的

に取り組む地域の事例を中心に、高齢者就労支援モデルのポイントについて考察した。 

 

①ワンストップマッチング窓口の創設と 

人材・人脈ネットワークの掘り起こしによる雇用の場の創出 

高齢者の就労目的は、経済的収入だけでなく、健康促進や生きがいづくり、他者との交流・

コミュニケーションなど様々である。総社市が設置したワンストップ相談窓口では自分でも何

をしてよいか決めきれていない人でも気軽に相談できる体制を構築している。松山市では、実

施主体であるシルバー人材センターの担当者が、敢えて“アナログ”な人脈を重視し、日々多

くの相談者と面談。各人のニーズの把握に努めることで、ミスマッチの防止、就労継続を図っ

ていた。当然ながら、こうした相談窓口が十分に機能するには、地元メディアへの露出や市の

広報誌、ホームページ、定期的なセミナー・勉強会の開催等を通じて、事業の知名度を高めて

いく努力が欠かせない。 

 

・社会福祉協議会内に設置したワンストップ相談窓口（「そうじゃ 60歳からの人生設計所」）で

は、専従の 2名の職員（社会福祉協議会の職員）が、高齢者のボランティアを含めた多様な

働き方のニーズを聞き、適切な支援へとつなげている。（総社市） 

・かつての 60代は、趣味や考え方が似通っていたが、現在は就労ニーズの多様化が進行してお

り、1 人ひとりと対話しなければ、適した仕事を紹介することは困難である。当センターで

は、デジタルな人材登録ではなくアナログな人と人とのつながりが極めて重要と考えており、

事務局担当者が毎日 20～30 人の高齢者と面談し、各人の意欲や能力、強みの把握に努めて

いる。（松山市） 

・「合同就職相談会・面接会」等では、人手不足のため企業側の参加意欲は比較的高いが、協議

会の知名度がまだ低く、特に求職者側への周知活動に力を入れていく必要があると考えてい

る。（愛媛県） 

 

②企業訪問による就労先の積極開拓と高齢者が働きやすい職場づくりへの啓発活動の推進 

  

総社市では、「人生設計所」の支援員が積極的に市内企業を訪問し、企業の人材ニーズに関

する情報収集を進めるとともに、企業への啓発活動を通じて、高齢者向けの仕事の切り出しを

サポートしている。一方で、中小企業を中心に高齢者活用のメリットを十分認識できていない

企業は多いとの指摘もあり、訪問活動を含め、企業に対する周知・啓発活動に地道に取り組む

姿勢が不可欠となる。 

 

・人生設計所の職員（支援員）は、市内企業を訪問し、経営者や人事担当者と面談しながら、

求人ニーズの掘り起こし、高齢者に任せられる業務の抽出をサポートする。たとえば、運輸

関連で力仕事の得意な若い男性職員を募集している企業でも、支援員と会話を進める中、配

送の準備・支援業務で高齢者活用の可能性を見出したケースがある。人生設計所が仲介する

ことで、企業側も安心して高齢者を雇用できるといった意見も聞かれる。（総社市） 

・シルバー人材センターの斡旋する業務が、清掃や除草、施設管理など“ブルーカラーの仕事”

中心というイメージを払拭し、ホワイトカラー・専門スキルを持つ人材にとって魅力的な仕

事を提案していくことが求められる。（松山市） 
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・「中小企業の高齢者雇用に対する認識不足」や「農業・観光の産業化に向けた団体間の意識格

差」が今後に向けた課題になっている。（総社市） 

・人手不足でも、高齢者を雇用するために仕事を切り出して募集する中小企業は少ない。空い

たポスト（役職）に、就いてもらえるか能力や適性を判断しているケースが圧倒的に多いの

が実情。（松山市） 

 

 

③就労・趣味・生活相談・ボランティア等を含む広汎な高齢者ニーズに対応するための 

情報共有・連携体制の確保 

 

 本事業の趣旨は、主にハローワークやシルバー人材センター等が単体で引き受けていた高齢

者の雇用促進機能を地域の関係機関が一体となって取り組むことで、事業効果の拡大や地域課

題の解決に結びつけることにある。総社市では、社会福祉協議会が中核を担いつつも、ハロー

ワークやシルバー人材センターと定期的に情報共有を図ることで、求人・求職ニーズの集約化

を実現していた。松山市は、地域に顔の利く高齢女性が主導し、多様な地域関係者と協力関係

を築きながら新たな土産品を開発、農業生産や小売、観光など幅広い業種に恩恵をもたらして

いる。愛媛県でも、事業実施から間もない期間とあって、事務局であるシルバー人材センター

だけでなく、県の職員も総出で大規模なイベントを定期的に実施し、協議会の知名度浸透に注

力。このように関係機関が、企業や求職者に真摯にアプローチしつつ、連携体制を強化するこ

とが成功のカギを握ると考えられる。 

 

・重点分野は、市の主要産業である製造業やサービス業、古墳や寺社といった観光資源を活か

した観光産業等に定めているが、実際は高齢者の多様な就労ニーズを反映して幅広い業種・

企業で活用が広がっている。（総社市） 

・高齢者に対する意識改革の方法として、シニア向け就職相談会・面談会に合わせて、「生活設

計セミナー」を開催し、金銭面から働くことの重要性について意識付けを行っている。（愛

媛県） 

・毎月、協議会事務局とシルバー人材センター、ハローワークの間で情報交換を行い、求人・

求職ニーズの集約を図っている。（総社市） 

・市内の調理専門学校の学校長である 80代女性がリーダーシップを発揮。調理学校の講師やホ

テルの料理長、道後温泉街の小売店主ら多様な関係者をこの女性リーダーが巻き込んでおり、

力強く商品力のブラッシュアップ（盛り付けの工夫等）や安定した販路の確保につなげた点

が特徴である。（松山市） 

・大規模なイベントでは、協議会の職員だけでなく、愛媛県雇用対策室の職員も総出で運営を

実施している。（愛媛県） 
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（３）高齢者が働きやすい就労環境づくりのポイント 
 

 第 3章「高齢者雇用や起業の促進のための民間企業ヒアリング調査」で取り上げた高齢者活

用に先進的に取り組む企業・高齢者就労を目的として起業した 4社の事例をもとに、高齢者が

就労しやすい環境づくりのポイントについて考察した。 

 

①個々の意欲に応じて多様な就業形態の選択肢を提供、“やりがい”を引き出す 

 高齢者の活用に積極的に取り組んでいる企業では、健康状態や業務の負荷を考慮しつつも現

役世代と同様の業務を任せているケースが多くみられた。高齢者を一律に体力・気力面等で劣

る“弱者”とみなし、業務の幅に制限を設けるのではなく、個人の意向に応じて、多様な就業

形態の選択肢を提供している。特にモチベーションの高い人材を信頼し、責任ある仕事を多く

任せたり、能力開発をサポートすることで、“やりがい”つまり、仕事に対する前向きな気持ち

や向上心を引き出す工夫を凝らしている。 

 

・高齢者と現役世代を区別せず、元気で意欲のあるシニアの従業員には業務の制限を設けず、

働いてもらっている。高齢従業員の中には、肉体的負荷の大きい排泄・風呂介助業務を担当

したり、夜勤も含めてフルタイムで週 5 日働いているケースもある。（介護福祉サービスＹ

社） 

・高齢従業員に任せている仕事は、若い社員と区別していない。経験の長い従業員は、溶接や

組付け部品の点数チェック、ろう付けなどを担当。90歳の男性従業員には、完成品を指示書

に従って梱包する軽作業を任せている。（金属製品製造Ｗ社） 

・当社では 74～80 歳でも十分に戦力として通用すると考えており、特に機械の設計などは 80

歳以上でも問題ないと考えている。定年退職後に、パソコン（ワード、エクセル）を習得し、

営業事務を担当している人材もいる。（その他製造Ｚ社） 

・特に「周囲から頼りにされる」ことは生きがいに直結している。「雇ってもらえる限り、働き

続けたい」という声が多数を占める。（金属製品製造Ｗ社） 

・高齢従業員を雇うキーワードは「やりがい」である。「やりがい」とは、社会に役立っている

と実感できることである。（その他製造Ｚ社） 

・当社では、資格・通信教育の補助制度を設けているが、60歳代でも、「食生活アドバイザー」

の受検や、鮮魚の調理加工知識、レジ・ラッピング技術などの取得に意欲的に挑戦している

人も約 20 人いる。モチベーションを高く保ち、努力を重ねている高齢従業員の活躍の場を

広げていきたい。（食品販売Ｘ社） 

 

 

②高齢者の豊富な経験を高く評価、若い人材への教育・指導を期待 

 高齢者が活躍している企業は、いずれも高齢者の豊富な経験を高く評価している点で共通し

ている。業務に関する専門的知識や技術にとどまらず、顧客対応力や昔ながらの風習・文化に

関する知見、社会常識・マナーも含めて、若手従業員の教育・指導を期待している企業が多い。 

 

・高齢者を雇うメリットは、数々の修羅場を潜り抜けてきた豊富な経験である。（その他製造Ｚ

社） 

・高齢従業員は、人生経験が豊富で要介護者とのコミュニケーション、家事は若年層よりも優

れていると思われる。節分など季節の行事・文化に関する知識も豊富で、若年従業員に優し
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く教育している場面も多くみられる。（介護福祉サービスＹ社） 

・若い従業員よりも料理の知識や経験が豊富なため、来店客に食材の説明や、多様なレシピを

提案できる点が優れている。高齢従業員を含む高い技術を持った従業員が若い部門長を直接

指導する制度を導入し、販売ノウハウを丁寧に伝授している。（食品販売Ｘ社） 

・社内には、10代～90代の社員がおり、高齢従業員は、年下の社員を自分の子供や孫に接する

ように可愛がっている。若手従業員には、高齢者ならではの優しさや気配り、心遣い、身回

りを整理整頓する習慣などを自然に伝えてもらっている。（金属製品製造Ｗ社） 

 

③身体的機能の低下に十分配慮し、健康・体調管理を手厚くサポート 

 健康で元気に働き続けている高齢者は多いが、加齢に伴う視覚や聴覚などの感覚機能、運動

能力といった身体的機能の低下が懸念される。労働災害事故を未然に防ぎ、無理なく働き続け

てもらうため、定期的な健康管理のサポートに加えて、作業環境のレイアウト変更、肉体的負

荷を軽減するツールの導入等に踏み切る事例がみられた。 

 

・社員の健康には特に配慮している。毎朝、始業時（8時 30分）にラジオ体操を実施している

ほか、午後 3 時には血圧を測定し、数値（調子）が良くなければ受診を勧めている。（その

他製造Ｚ社） 

・健康経営の推進に注力し、人間ドッグや定期健康診断、インフルエンザ予防接種の補助も実

施している。当社の店舗のフロアは、高級感のある大理石を利用していたが、雨の日などは

滑りやすいため、木目調の滑りにくい材料に切り替えている。今後は、予算等に応じて、バ

ックヤードのフロア材料も更新していく計画。（食品販売Ｘ社） 

 

 

④同僚とのコミュニケーションや趣味・余暇活動を尊重 

就労意欲の高い高齢者にとって、仕事は生きがいや喜び、充実感をもたらすが、生活満足度

をさらに高めるには、ワーク・ライフ・バランスの充実を図ることが重要となる。そうした中、

高齢者就労に積極的な企業では、同僚や仲間とのコミュニケーション、趣味・余暇活動を尊重

し、勤務時間に弾力性を持たせたり、社内サークル活動の場を提供している。 

 

・当社の社員や共に仕事をする外注先の関係者は、仕事・思考力に優れているだけでなく、テ

ニスやゴルフといった趣味も持つバイタリティ溢れる人材が多い。当社は通常 8時に勤務開

始だが、グランドゴルフ後の出勤（9:30出勤）を認めている。（その他製造Ｚ社） 

・高齢従業員が多いため、休憩時間に会話を楽しめる“コミュニティ”の場を提供できており、

社内のサークル活動（カラオケ等）に参加している従業員もいる。（金属製品製造Ｗ社） 

 

 

以上、高齢者の活用に積極的に取り組んでいる企業をみると、高齢者ならではの強み、すな

わち豊富な経験に基づく豊かな人間性や顧客対応力・理解力の高さ、専門的なスキル・知識等

を重視している。また、健康促進効果や仕事に対する達成感・承認欲求、他者との交流といっ

た内発的動機に働きかけ、自然にモチベーションを高める環境づくりに工夫を凝らしている。

高齢者活用に積極的に取り組む企業を増やしていくためには、企業が高齢者を単なる労働力（マ

ンパワー）として捉えるのではなく、高齢者各人が有する「人材」としての価値を十分認識で

きるよう、先進的事例の紹介などを通じて啓発活動に努めていく必要があろう。 
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２．静岡市における高齢者就労モデルの考察 
 

 高齢者就労に関わる業種別優位性の分析および高齢者就労支援のポイントと高齢者が働きや

すい就労環境づくりのポイントで得られた知見をもとに、静岡市が抱える地域課題などを踏ま

え、静岡市における高齢者就労モデルを考察する。 

 

（１）業種別高齢者就労モデルの方向性 
業種特性を踏まえた高齢者就労は以下の通りとなる。 

 

【農業】 高齢者の生きがい・健康づくりとブランド農産品づくりの両立 

「農業」では、個別経営の場合、作業量が膨大で特に高齢者にとって負担が大きくなると危

惧されるが、農業協同組合や農業生産法人、大規模な農家などでは、仕事を細分化し肉体的な

負担を軽減することが可能になる。中小・零細農家では、組織化により仕事を発注しやすい体

制を整備することが必要となる。 

こうして、高齢者本人の意欲や体力に応じた分業体制を創りあげ、全国的に有名な茶やみか

ん、イチゴ等のブランド農産品づくりを体験してもらいつつ、健康や生きがいづくりを促す仕

組みづくりが重要となる。その際、作業負担を軽減しつつも、農業の楽しさ・醍醐味をいかに

実感してもらえるか、業務の切り出し方、分担方法を十分検討する必要があろう。また、農業

生産関連業務だけでなく、農業法人経営に係る経営企画やマーケティング戦略立案などの分野

において有能な高齢者人材を呼び込むことで、地域のブランド農産品の付加価値を高めて農業

所得の向上を図るなど、将来を見据えた攻めの取組みも必要となろう。 

 

【介護・福祉】 「シニアサポーター事業」と連携した高齢者の健康促進 

人手不足が深刻な介護・福祉業では、業務の細分化・切り出しによって、高齢者に任せられ

る業務は多岐にわたるが、高齢者が働きやすい介護会社を認定する「介護現場認証制度」の創

設や、市内先進企業において生き生きと働いている高齢者の紹介などを通じて市内事業所の就

業環境の向上を図るとともに、意欲の高い高齢従業員が、積極的に介護の仕事を経験してみた

いと思ってもらえるよう啓発活動に注力し、労働力不足を解消していく姿勢が求められる。 

一方、従業者の健康促進効果にも目を向け、「静岡市元気いきいき！シニアサポーター事業」

との連携が考えられる。すなわち、社会の役に立ちたい気持ちはあるが就労することに不安が

ある高齢者に対しては、まずは社会参加活動として「シニアサポーター」へ登録をしてボラン

ティア活動を行うことを推奨し、反対にボランティア活動をしている方の中で特に元気で就労

意欲のある方に対しては、就労相談につなげるなど、相互に連携して取り組んでいくことが重

要である。 

 

【運輸】 高齢者の積極活用による倉庫・物流施設の機能強化 

全国有数の国際貿易港である清水港に加え、東名や新東名といった高速交通ネットワーク、

さらには静岡市と山梨、長野県を結ぶ中部横断自動車道の全線開通予定を前に、物流集積地と 

して本市の優位性は一層高まりつつある。一方、倉庫業や物流施設では、単なる保管機能から、

顧客の物流戦略機能を一括して請け負う３ＰＬ(サード・パーティー・ロジスティクス)等、高
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付加価値型ビジネスへの転換が課題となっている。 

そうした中、高齢者の働きやすい職場環境の改善を支援し、積極活用を促すことで、雇用創

出と施設機能の強化やサービスの多様化を推進していく。また、同業界では、業界団体がハロ

ーワークと協働して、シニア向け就職説明会・相談会の開催を検討しており、協議会との連携

強化、積極的な支援策が期待される。 

 

【小売】 顧客の高齢化に対応するコミュニケーションや見守りサービス提供 

接客サービスの質が集客・売上に直結する小売業では、高齢者ならではの心遣い・礼儀正し

さを活かしやすく、特に食品スーパーなどでは、高齢女性の豊富な料理経験を活かし惣菜等の

新たなメニューの開発、レシピの提案で活躍してもらう方策が想定される。 

一方、高齢化の進展を受けて、本市でも中山間地域を中心に、自力で買い物に行くことがで

きない“買い物難民”が発生している。こうした人々を対象に、生活協同組合や食品スーパー、

コンビニエンスストアなどの小売業者が、ネットスーパー（食材や弁当・惣菜の配送サービス）

に取り組んでいる。そこで、配達員に高齢者を積極活用することにより、高齢の顧客に日常会

話などで声掛けを行いながら、「見守られている」という安心感や信頼を提供する意義は大きい

と思われる。 

 

【製造】 高齢者の趣味と実益を兼ね合わせた就労環境の整備 

本市には、家具やプラモデルといった特徴のある地場産業が根付き、本市の歴史や文化を形

成する重要な地域資源の１つに位置付けられる。そこで、たとえばプラモデルの自作教室の講

師といった有償ボランティアなどとして、高齢者が就業しやすい環境づくりをサポートしてい

くことで、興味や関心の高い人々を呼び込むとともに、高齢者向け市場の掘り起こしやファン

づくりを促進していく。 

製造業では技術や専門知識を必要とする工程・分野が多いため、企業への啓発活動を通じた

業務の切り出し方の工夫、高齢者向けの教育・研修体制の充実が期待される。 

 

【観光】 高齢者ならではの“おもてなし”による付加価値の高いサービスの提供  

本市では、清水港へのクルーズ船誘致強化など、地域を挙げてインバウンドをはじめとした

観光客受入態勢の整備・充実に取り組んでいる。そこで、高齢者による丁寧で温かみのある接

客サービスを付加価値として提供することで、リピーター客の獲得、さらにはＳＮＳ・口コミ

を通じた観光客の認知度上昇や呼び込みを目指す方向性が考えられる。 

また、茶やみかん、シラスや桜海老といった本市の誇る多様な特産品を生かした新たな料理

メニュー・土産品の開発、「静岡おでん」「桜海老のかき揚げ」をはじめとしたご当地グルメ（郷

土料理）の観光客向け料理体験講座の講師役などとして、高齢女性に活躍してもらう方策も検

討の余地があろう。 
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（２）業種横断的な支援策 
 企業へのヒアリング調査等における行政への期待・要望、高齢者雇用に積極的に取り組む企

業の取組み等から、業種横断的な支援策について考察した。 

 

①「ワンストップ相談窓口」および「高齢者人材バンク」の創設 

「ワンストップ相談窓口」を立ち上げ、相談員（スタッフ）が直接、就労希望者と面談する

体制の整備が求められる。これにより、通常は書類やホームページ上で登録する高齢者個人の

経験や希望職種といった情報以外にも、就労相談者自身も気付いていないような特技や能力、

適性等を客観的に把握することが可能になる。こうしたデータを「高齢者人材バンク」に登録

し、農業や製造業などで高齢者の就労・採用のマッチングを行うとともに、専門的知識や技能

を要する業務の外部委託（＝内職等）にも活用して、企業側の求人・業務発注ニーズにきめ細

かく対応することが重要となる。 

 

②高齢労働者のローテーション就労支援 

 農業分野では、時期による繁閑の差が大きく、繁忙期限定で短期間のみ雇用したい農業生産

法人や農業経営者と、通年採用を期待する就労者側でミスマッチが生じている。これに対して、

たとえば、多様な作物の収穫をリレー式に組み合わせることで、採用期間の通年化を図ること

ができる可能性がある。これは、農業分野だけでなく、受注状況により業務量の増減幅が大き

い建設業や、夜間の営業時間帯で慢性的な人手不足に陥っている食品スーパーなど、異なる異

業種間でローテーションしながら就労することも考えられよう。時期あるいは時間帯に応じて、

高齢労働者を臨機応変に派遣できる仕組みを整備することで、より多くの収入を得たい者や、

多様な職場・業務を経験したい高齢者の就労ニーズに対応することが可能になる。一方、企業

側にとっては、必要な時期に短期間高齢者を活用することが可能となり、求人職種の拡大が期

待される。 

 

 ③安全・健康管理面の支援策拡充 

 高齢者の雇用に積極的な企業の多くは、高齢者の身体的機能の低下に十分配慮し、定期診断

のサポート等に積極的に取り組んでいる。また、工場や物流施設等への冷暖房導入をはじめ、

作業環境の改善、安全性向上などの投資が必要となるケースも増えてくることが予想される。

こうした企業に対する支援策の拡充が期待される。 

 

～最後に～ 

 今回は高齢者就労に関する業種ごとの優位性を分析したが、業種に関わらず、高齢者の「居

場所」が職場で成立することで、高齢者にとっての“生きがい”が生まれている実態がある。

その条件は、多くの高齢者が集まる職場でのコミュニティの場、信頼して仕事を任せてもらえ

る承認欲求の充足、子供や孫世代の従業員との会話・交流、高齢者を重要な人材であると明確

に位置付けている経営方針などが挙げられる。これらの条件を満たしていくことで、高齢従業

員のロイヤリティが高まり、高齢者自身の長期就労や、ひいては企業の知名度・イメージ向上

につながっている。 

 雇用や起業には結びつかない高齢者の”生きがいづくり”を重視する総社市の例もあったが、

就労実績よりも、高齢者本人の意向を尊重し、趣味やボランティアも含めて高齢者の活動全般

に対する支援についても潜在的なニーズがあるのではないか。まずは、高齢者の生きがいにつ

ながるコミュニティの場づくりを優先し、その活動の過程で可能であれば収入を得られるよう

な仕組みを構築していくという発想も必要であろう。 
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