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「人生100年時代」の到来と言われる昨今、健康寿命の延伸に対応

して、年齢に関わりなく健康で意欲のある方が、自らのライフスタ

イルに合わせて働くことができる環境づくりが進んできています。

15歳から64歳までの人口が減少し社会の活力の低下が懸念される

中で、シニアの皆様のこれまでの人生で培った豊富な知識や幅広い

経験を仕事や地域で活かしていくことは、社会の持続的な発展につ

ながるものと考えております。

　本冊子では、元気で働く意欲のあるシニアの方が増えている状況

や、実際に働いているシニアの方の声、働いてみようと思ったとき

にどこに相談したらよいかなど、働きたいと思ったシニアの方に役

立つ情報を紹介しています。

ライフスタイルに合った働き方で、地域を、暮らしを、「支える・

見守る」人になりたい…そのような想いをお持ちの皆様の一助とな

れば幸いです。

最後に、本冊子の作成に当たりご協力いただいたシニアの皆様、

企業並びに関係機関の皆様に、心から感謝申し上げます。

令和２年９月

は じ め に

新潟県生涯現役促進地域連携協議会

代表　髙橋　香苗
（新潟県 しごと定住促進課長）
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01 シニアをとりまく状況

「シニア」と言っても、最近のシニアのイメージは昔のものとは大きく変わ
り、旅行や趣味を楽しむシニア、働くシニアなど、アクティブなイメージを
持たれる方は多いのではないでしょうか。

そのイメージはあながち間違いではないようです。国が公表している資料
によると、新潟県の健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることな
く生活できる期間）は、2010年から2016年にかけて年齢が高く伸びており、男性で2.54歳、女性で
1.67歳も伸びています。

また、国が行った調査では、約８割のシニア（55歳以上・全国）の方が、健康上の問題による日常
生活への影響はないと、回答しています。

最近、「生涯現役」という言葉を見聞きしますが、健康寿命が延伸することで、シニアがより一層活
躍し、生涯現役として地域や社会の活力となることが期待されます。
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健康寿命の延伸1

高いシニアの就業意欲2
シニア（60歳以上・全国）の方に何歳くらいまで働きたいか聞いたところ、「少なくとも65歳くら

いまでは働きたい」と全体の約72％の方が答えており、就業意欲が高いことが分かります。

 あなたは、何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいですか？

内閣府『高齢者の日常生活に関する意識調査』（平成26年度）
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 あなたは、現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか？

内閣府『高齢者の健康に関する調査』（平成29年度）

厚生労働省公表資料を基に作成

元気で働きたい
シニアが

増えています
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また、新潟県の企業（31人以上規模）における60歳以上の常用労働者数は、増加傾向にあり、働く
場で活躍するシニアが増えていることも分かります。

さらに、65歳以上の就職者数と就職率をみると、こちらも上昇傾向にあり雇用する企業にとっても、
シニアは求める人材となっています。

働きたい・働いているシニアと、シニア人材活用に取り組む企業の両方が増加傾向にあることから、
今後もシニアの活躍する場が増えていくことが予想されます。

働くことのメリット3

シニアのワークスタイル4

国の調査によると、収入のある仕事をしているシニアの働く理由として、最
も回答が多かったのが「収入がほしい」（58.0％）でした。

２番目に多かったのが「面白い、自分の活力になる」（17.3％）、３番目に多
かったのが「働くのは体によい、老化を防ぐ」（14.0％）となっています。

言い換えれば、働くことのメリットは、「収入がある」、「生きがいになる」、
「健康によい」ということになりそうです。

国の調査によると、高齢雇用者（65歳以上）の４人に３人は、非正規の
職員・従業員となっています。非正規の職員・従業員の高齢雇用者が現在
の雇用形態についた主な理由としては、男性、女性ともに「自分の都合の
よい時間に働きたいから」が最も多くなっており、「働きたいときに、働
く」という臨機応変な働き方が、今のシニアの主流のようです。
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参考：内閣府『高齢者の健康に関する調査』（平成29年度）

新潟労働局「高年齢者の雇用状況」集計結果 新潟労働局『労働市場月報』

働くメリットは
「収入」「生きがい」

「健康」
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近くにあって、いつでも営業していて、品揃えも豊富、銀行のATMまであると言えば、
そう！「コンビニエンスストア」。世代を問わず、ほとんどの方が利用したことがあると思
いますが、何となく『コンビニで働いている店員は若者が多い』というイメージをお持ち
ではないでしょうか。
　実は、現在、コンビニの店員として働くシニアが増えており、テレビや新聞にとりあげ
られるほど注目されています。株式会社セブン-イレブンジャパンが展開するセブン-イレ
ブンは、新潟県内に400店舗以上あり、そのうちの約200店舗で300名以上のシニア（65
歳以上）の店員が働いているそうです（80歳以上の方も在籍しています）。
　それでは、株式会社セブン-イレブンジャパンが積極的にシニアの方を雇用する理由は
何でしょうか？ 理由の一つは、コンビニを利用するお客様自体にシニアの方が増えている
ということ。比較的、年齢の近い店員が店舗にいることで、シニアのお客様が安心してお
買物ができるそうです。また、シニアには地域の事情通の方が多く、その地域特性に合っ
た店舗の品揃えやサービスが提供できる（例えば、若者が多いエリアの店舗ではガッツリ
系のお弁当を充実させる等）というメリットもあります。
　働くシニアの方にとっても、通勤可能な範囲に職場がある、ある程度自分の都合に合っ

た時間帯で勤務ができるといったメリットがあり、雇用する側、
働く側の両方にとってWIN-WINの関係ができています。
　シニア人材の経験・知識・判断力は、企業にとって大きな戦
力となり、積極的にシニアを採用する企業も増えてきています。
まずは、セミナーや説明会等に参加して、イメージにとらわれ
ず、関心のあるお仕事の話を聞いてみるのが、自分に合った仕
事を探す第一歩となります。

コンビニの店員と聞いてイメージするのは…？

コ ラ ム

非正規の職員・従業員の高齢雇用者が現在の雇用形態についた主な理由別内訳

資料：労働力調査（2019年）
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求人の申込みや職業相談、職業紹介を行っています。シニア歓迎の求人情
報もあり、自分に適した仕事に関する職業相談をすることができます。

また、就職を目指す55歳以上の方を対象とした、シニア世代のための「生
涯現役支援窓口」が設置されているハローワークでは、多様な就業ニーズに
応じた情報提供など重点的な支援を行っています。

02 働きたいシニアを支援する機関等

支援機関を活用して、
ライフスタイルに

合った仕事を
探しましょう

ハローワーク

お問い合わせ先

名称 所在地 電話番号 生涯現役支援窓口

新潟
新潟市中央区美咲町1-2-1
新潟美咲合同庁舎2号館

☎ 025-280-8609 ○

長岡 長岡市千歳1-3-88 ☎ 0258-32-1181 ○

小千谷（出） 小千谷市城内2-6-5 ☎ 0258-82-2441

上越 上越市春日野1-5-22 ☎ 025-523-6121 ○

妙高（出） 妙高市下町9-3 ☎ 0255-73-7611

三条 三条市北入蔵1-3-10 ☎ 0256-38-5431 ○

柏崎 柏崎市田中26-23 ☎ 0257-23-2140

新発田 新発田市日渡96 ☎ 0254-27-6677 ○

新津 新潟市秋葉区新津本町4-18-8 ☎ 0250-22-2233 ○

十日町 十日町市下川原町43 ☎ 025-757-2407

糸魚川 糸魚川市横町5-9-50 ☎ 025-552-0333

巻 新潟市西蒲区巻甲4087 ☎ 0256-72-3155 ○

南魚沼 南魚沼市八幡20-1 ☎ 025-772-3157 ○

小出（出） 魚沼市佐梨682-2 ☎ 025-792-8609

佐渡 佐渡市両津夷269-8 ☎ 0259-27-2248

村上 村上市緑町1-6-8 ☎ 0254-53-4141
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シルバー人材センターは、地域の高齢者が「自主・自立、共働・共助」の理念のもと、
❶ 長年培った知識・経験・技術を活かして就業することにより、
❷ 豊かで積極的な高齢期の生活と社会参加による生きがいを充実するとともに、
❸ 地域に活力を生み出し、地域社会の福祉と活性化に寄与すること
を目的としています。

● 原則60歳以上の働く意欲のある方
● シルバー人材センターの趣旨に賛同していただいた方
　

現在は定年退職をした方、健康維持や社会貢献したいと考えている方、家事経験を活かす女性など、
今まで培ってきた自分の能力や特技・経験を地元で発揮できる活躍の場を求めている方々です。

働く意欲があっても一人で仕事を見つけることは難しい面がありますが、自分の体力や能力、希望
に応じて働く場を確保する事が出来ます。また、都道府県知事の指定を受けた公益法人のため、安心
して仕事ができます。

仕事以外にも、ボランティア活動やサークル活動などに参加することで、仲間作りや生きがい作り
ができます。

はじめに、入会説明会に参加してください。
入会説明会の日程や手続き等については、お住まいの地域のシルバー人材センターへお問い合わせ

ください。

公益社団法人 シルバー人材センター

⑴ 会員はどんな人？

⑵ 会員になるメリットは？

⑶ 会員になるには？

あなたの豊富な
知識・経験・技能を
活かしましょう
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シルバー人材センターは公益法人であり、営利目的とする団
体でないことはもちろん、それ以上に高齢社会を支える大きな
役割を果たしている公共的・公益的性格を有する団体です。

生きがいと 地域のニーズを結びます
あなたのまちの シルバー人材センター

ア

阿賀野市シルバー人材センター 0250-62-1365

阿賀町シルバー人材センター 0254-92-2103

糸魚川市シルバー人材センター 025-552-9954

魚沼市シルバー人材センター 025-792-3778

小千谷市シルバー人材センター 0258-82-6550

カ

柏崎市シルバー人材センター 0257-24-2148

加茂市シルバー人材センター 0256-53-1772

五泉市シルバー人材センター 0250-43-5911

サ

佐渡シルバー人材センター 0259-24-1212

三条市シルバー人材センター 0256-34-2526

新発田地域シルバー人材センター 0254-22-1010

上越市シルバー人材センター 025-522-2812

タ

燕市シルバー人材センター 0256-64-2483

十日町地域シルバー人材センター 025-752-0888

ナ

長岡市シルバー人材センター 0258-35-2380

新潟市シルバー人材センター 025-241-3541

マ

見附市シルバー人材センター 0258-62-0609

南魚沼シルバー人材センター 025-772-4973

妙高市シルバー人材センター 0255-72-0610

村上地域シルバー人材センター 0254-53-6486

ヤ

弥彦村シルバー人材センター 0256-94-5144

新潟県内の情報
（R１年度実績）

・シルバー会員は
� 約21,106人
・会員平均年齢は
� 72.4歳
・契約件数は
� 110,213件
・��ボランティア活動で�
地域貢献しています！

〒950-0994　新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ2F
TEL.025-281-5553　

新潟県シルバー人材センター連合会 検索公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会
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県立テクノスクールでは、求職者が円滑に再就職するために、様々なキャリアを活かしつつ、実際
の求人に合わせた就職支援を行っています。

中高年齢者（45歳以上）を対象とした訓練コースもあるので、テクノスクールでスキルアップしな
がら就職を目指すことも一つの方法です。

訓練は、テクノスクール、民間教育訓練機関等で実施しています。実施会場、開催時期や訓練内容は
コースにより異なりますので、詳しくは最寄りのテクノスクール又はハローワークにお問い合わせください。

● 事務系（パソコンを使用した文書作成、表計算などの知識・技能の習得を目指す）
● 介護系（介護職員初任者研修等の資格の取得を目指す）
● IT系（IT分野全般の基礎知識・資格の取得を目指す）
 など

テクノスクール

受講者は就職率もアップ
⇒55歳以上の方で、受講者の約６割が就職しています（平成30年度実績）

テクノスクールで行っている訓練コース

お問い合わせ先

名称 所在地 電話番号

新潟テクノスクール 新潟市中央区鐙西1-11-2 ☎ 025-247-7397

上越テクノスクール 上越市大字藤野新田333-2 ☎ 025-545-2190

三条テクノスクール 三条市柳沢353-2 ☎ 0256-38-3464

魚沼テクノスクール 魚沼市堀之内3335-1 ☎ 025-794-2410
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60歳で定年を迎えましたが、社内の再雇用制度を活用して働くことを希望しました。
仕事は、アシスタントチーフ※として、惣菜の製造、事務、新たに入店した従業員の教育
などを行っています。業務内容は、定年前と定年後で変わっていませんが、仕事自体は、
毎日変化があって楽しいです。
※ パートナー社員のうち、部門運営ができる能力を有することが認められた社員が会社から任命される。原信・ナル

ス全体で約140名が任命されている。

お仕事の内容を教えてください

商品が上手にできて、お客様に買っていただくことが喜びです。商品にラベルをつける作業も自分
にとっては記憶力、計算力の訓練みたいな部分があって、仕事をしながら、毎日脳トレしています（笑）

お仕事でやりがいに感じていることは？

職場に70歳近い先輩がいるのですが、いろいろな仕事を完璧にこなされており、私も
目標にしているので、同じように頑張りたいです。

いつまで働き続けたいと思いますか？

職場の仲間との
コミュニケーションが楽しい！

スーパーマーケット勤務

加藤 ひとみさん（63歳）

原信河渡店でシニアパートナー社員として
働く（再雇用）
温厚な人柄で、店長からの信頼も厚い

03 働くシニアの紹介
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店長から見て、シニアの従業員はどうですか？

人生経験豊富なシニアの従業員は、相手の立場で物事を考えてく
れるので、お客様や従業員同士のコミュニケーションがスムーズに
なり、とても助かっています。

原信河渡店　才川 店長

元々、飲食業界で働いていましたが、64歳で一旦仕事を終えました。当時は、すぐに
再就職できると思いましたが、実際に就職活動を始めてみると、そう簡単ではなく２年
間ほど就職活動を続けました。

そのような中、原信河渡店がリニューアルオープンのため従業員を募集しているとい
うチラシを見て、自分の年齢（当時66歳）も対象となっていたので、応募しました。採
用されたときは、やっと働くことができるとうれしく、頑張ろうと思いました。

働きたいと思ったきっかけは？

精肉部門で、肉の加工をしています。飲食店での勤務経験があったので、現在の仕事
でもその経験は活かせています。

お仕事の内容は？

仕事をしていない時期は、スポーツジムに行っても、テレビを見ていても面白いと思うことは
少なかったです。今は、仕事も余暇も楽しく、働いているからこそ遊びも楽しいのだと思います。

また、働いていない時期に、これまでほとんどひいたことのない風邪を３回もひいて
しまいました。働き始めた以後は風邪をひいていないので、仕事をしていることで、自
然と健康に気をつけているのかな、と思っています。

働くことで、生活に変化はありましたか？

仕事をしていると
趣味の料理のアイデアが湧きます！

スーパーマーケット勤務

内島 和廣さん（67歳）

原信河渡店でシニアパートナー社員として
働く（新規採用）
過去に勤務していた飲食店での商品開発経験
を活かして、新商品の企画にもアイデアを出す

※内容は取材時（H31.1)の内容になります。
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50代まで、歯科助手の仕事や、介護福祉士の資格を活かしてヘルパーの仕事をしてい
ましたが、退職後は特に働いていませんでした。そのような生活に不満があったわけで
はないのですが、友人から「働いてみたら？」と、シルバー人材センター会員への登録
を勧められたことがきっかけです。

子どもと関わるような仕事がしたいと思っていましたが、登録後すぐに市立小学校の
児童クラブ補助員として派遣されることが決まり、現在で４年目となります。

シルバー人材センターに登録したきっかけは？

児童クラブで、支援員の補助業務をしています。具体的には子どもたちの見守りをし
ており、週２回程度、午後１時30から午後６時30までの５時間就労しています。

児童クラブ以外にも、障害のある児童をサポートする活動をしているので、自分にとっ
て、ちょうど良いペースで働けていると感じています。

お仕事の内容は？

子どもが良くないことをしたときは注意をすることもありますが、単に叱るのではなく、「何
が良くなかったか」、「今後はどのようにすれば良いか」ということを理解してもらうことを意
識して伝えています。また、子どもたちの良いところは、言葉にして褒めるようにしています。

これは、自分自身の育児を振り返ったときに、十分にできなかったと感じていたこと
でもあります。当時は余裕がなく十分にできなかったことも、年齢や人生経験を重ねた
今だからこそ「できる」と思い、子どもたちと接するときに心掛けています。

子どもたちの良いところは保護者の方にもお伝えするのですが、保護者の方と子どもの両
方が笑顔になるので、それを見ると自分自身もパワーをいただいたような気持ちになります。

お仕事をするにあたり、心掛けていることは？

子どもたちから
毎日パワーをもらっています

柏崎市シルバー人材センター会員

布施 陽子さん（63歳）

柏崎市立小学校の児童クラブで補助員とし
て就労（シルバー人材センターから派遣）
勉強熱心で謙虚な人柄は、職場の同僚から
も親しまれている
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私は、働くことを通じて、これまであまり接点のなかった方々ともお話する機会が増
え、人との関わりが広がりました。

働くことに不安を感じる方も多いと思いますが、ぜひ、一歩踏み出してほしいと思い
ます。

シニアへの応援メッセージをお願いします

布施さんの働きぶりを教えてください

人との接し方がとても柔らかく、子どもたちにも親しまれていま
す。支援員をしっかりとサポートしてくれ、人生経験からくる包容
力は、「さすが！」と感じさせられます。

シルバー人材センターを活用するメリットは？

児童クラブでの就労時間（午後１時30分から午後6時30分まで）
は、育児の真っ最中という方にとっては仕事に入りづらい時間帯と
なってしまうことが多いです。
　シルバー会員の方にとっては、勤務時間帯がそれほどネックとな
らないことから、安定した人員確保ができることがメリットです。

柏崎市児童クラブ支援員

猪浦さん

シルバー人材センターに関する情報は６ページをご覧ください

※内容は取材時（H31.2)の内容になります。
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04 働きたいシニアのためのセミナー等

ボランティアや地域活動、学ぶ・教える、仲間づくり、スポーツや健康づ
くり、趣味の活動などを行うことは、「生きがい」となり、生涯現役であるこ
との原動力になります。
「働く」ことも、もちろん「生きがい」の一つとなります。シニアにとって「働

く」ということは、勤めてきた企業などで働き続ける、経験を活かして別の場
所で働く、一から勉強して未経験の分野に挑戦する、働き方も、目一杯働く、ボランティアや趣味と半々、
少しだけ力を貸す、など多様であり、自分のライフスタイルに合わせて選択することが大切となります。

生涯現役セミナーでは、健康・生活・仕事をテーマに「仕事」のあるライフスタイルをご提案しま
す。自分に合ったライフスタイルや働き方を探してみませんか。

就業を希望するシニアとシニア人材活用を考えている企業とのマッチングや懇談・交流等の場とし
て、シニアに限定した合同企業説明会を開催しています。

上記のセミナー等の開催スケジュールは、こちらのホームページから確認できます

 にいがたシニア活躍応援団ホームページ：https://www.niigata-geneki.jp/  

 お問い合わせ先  
新潟県生涯現役促進地域連携協議会事務局（公益社団法人新潟県シルバー人材センター連合会内）
☎025-281-5553

生涯現役セミナー

「働きたい！ けれど自分にできるかどうか不安」、「少しでも役に立てる働き方があれば…」、「決めた
訳ではないけれど、ちょっと覗いてみたい」というような声にお応えして、セミナーを開催しています。
仕事の説明を聞くだけではなく、業務の模擬体験や、企業の担当者と相談する機会も設けています。

※ セミナーのテーマとしている仕事は、「シニアのライフスタイルに応じた働き方がしやすい」「地域を暮らしを“支
える・見守る”」といった観点から設定しています。

仕事セミナー

シニア限定合同企業説明会

セミナー等に
参加して、

自分の可能性を
広げてみよう！

スマート
フォンは

こちらから
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新潟医療福祉大学大学院　西原 康行　教授を講師に迎えて「いきいき健康講座　ストレッチ体操で
健康の質を上げよう！」を開催しました。
　セミナーでは、近年、平均寿命が伸びてきたことなどにより「健康観」も変わり、「単に病気になら
ないための生活を送るだけでなく、『生きがい』や『生活の質』を意識しながら毎日を過ごすことで、
より充実した豊かな生活を送ることができる」との説明がありました。

その後、簡単なストレッチ体操や新聞紙、風船を用いた運動を実践しました。定員を大きく超える
申込みがあり、好評の中終わりました。

　ファイナンシャルプランナー酒井 和美様を
講師に迎えて開催しました。
　ライフプランとは、「『生涯生活設計』のこ
と。人生は山あり谷あり、上手に乗り切るた
めに将来の生活状況や環境の変化を予測して
生涯設計をすることが大切だ」との説明があ
りました。

また、統計データを用いながら、退職後の
ライフプランを学び、公的年金＋αの収入（就
労収入）の必要性を実感していただきました。

参加された方からは、「ライフプランを立てた上で、今後の働き方を考えたい」、「60歳以上になっ
ていくのが不安で楽しくないと思っていましたが、道しるべとなるセミナーでした」、「今後の生活に
役立つお話でした。自分の中に取り入れ、先を見て暮らしていこうと思いました」との感想が寄せら
れました。

生涯現役セミナー1
⑴ いきいき健康講座

⑵ ライフプランセミナー

予定を上回る多くの方が参加されました ストレッチ体操に取り組む様子

各種セミナー等の様子

講義の様子
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生涯現役セミナーと人材活用セミナーの拡大版として、『そ
うだったのか！シニアの働く意味～幸せと健康の心理学』と、

『シニアの働き方・働いてもらい方』の二部構成にてフォー
ラムを開催しました。

第一部では、新潟青陵大学　碓井 真史　教授を講師に迎
えて、シニアの働く意味について、心理学の視点からご講演
いただきました。

第二部では、㈱コメリ様から、シニアの方が実際に活躍し
ている実例をご紹介いただきました。

当日は140名を超える参加者からお集まりいただきました。
講演終了後も、会場外に設置された展示・相談コーナーで個
別相談を行う方や、セミナーチラシを取る姿が多く見られ、
参加者の就労に関する関心の高さがうかがえました。

●参加者からの声（アンケートより）
・毎日の生活で出会い・喜びを発見・感謝し、前向きに自分のできることを探すきっかけになった
・今までは引きこもり主婦でしたが外に出てまた働きたくなりました
・健康のため、趣味あるいは仕事を通して社会とつながりを持って毎日を過ごしたい
・幸せな人の意味がわかった。人生に定年なく進みます
・  シニア人材活躍事例は、その着眼点と計画から実行まで一連の取り組みに学ぶことが多くて役に立ちました

⑶ にいがた生涯現役フォーラム

放課後児童クラブを運営する（福）柏崎市社会福祉協議会様からご協力いただき、児童クラブ補助
員としての役割や心がけについて説明を受けました。

その後、児童クラブに移動し、実際のクラブの様子を見学しました。小学校が終わった時間になる
と「ただいまー！」と、続々と来る子どもたちを、指導員や補助員と一緒に参加者も出迎えました。
元気な子ども達の様子に参加者から笑顔がこぼれました。

参加した方は、「現場を見て良かった、私にもできそうと感じた」、「毎日ではなく、週１回位なら働
けるかも」などの感想が聞かれました。

仕事セミナー2
⑴ 放課後児童クラブのしごと

守秘義務などの必要事項を講義で学びました 子ども達を迎える前に1日の活動の流れについて説明を受けました

フォーラムの様子

第一部　碓井 真史　教授
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Ｒにいがた㈱様を講師
に迎え、 初心者の方を対象
に、剪定の時期、道具の使
い方、作業の安全管理等、
庭木の剪定に係る基本的
な講義を行いました。講義
後は、実際に剪定鋏や刈り
込み鋏を用いて実技を行
いました。

参加者からは、「剪定の基本的な知識を得られ有意義な体験が出来て良かった」、「自力で剪定出来る
ようになりたい」、などの感想が寄せられました。

⑵ 庭木の剪定体験

実際に剪定作業も行いました庭木の剪定方法について、
車座になって講義を受ける様子

（福）上越老人福祉協会　
介護老人保健施設高田の
郷様のご協力を得て、高齢
者施設での送迎の業務に
ついて学びました。講義で
は運転員として必要な知
識や心がけについて説明い
ただいた後、施設の見学、
送迎車両のリフト操作体験を行ったほか、実際に働いているシニアの方の様子も見学しました。

参加した方からは、「働いている方の仕事ぶりに、とても好感が持てました。」との感想が聞かれま
した。

⑶ 送迎運転のしごと

高齢者施設での
運転業務のポイントについて学びました

送迎車両のリフト操作を体験しました

㈱ セ ブ ン - イ レ ブ ン・
ジャパン様を迎え、商品の
陳列や店内外の清掃など
の仕事の説明を受けたほ
か、同社で働くシニアの方
のインタビュー映像を視
聴しました。

その後、同社で実際に
使っているレジを用いて、操作体験を行いました。

参加した方からは、「レジの操作が思っていたより簡単だった。」「業界に興味が出てきた。」といっ
た感想が聞かれました。

⑷ コンビニのしごと

レジ打ち体験には大勢の方が列を作りました仕事の内容について説明を受ける様子
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シニア限定合同企業説明会3

その他（企業向けシニア人材活用セミナー）4

県内のコンビニ、スーパー、ホームセンター、ガソ
リンスタンド等の企業が参加し、就業を希望するシニ
アを対象とした合同説明会を行いました。

はじめに各社から、自社の雰囲気や仕事内容などの
PR を行っていただいた後、参加者から好きな企業の
ブースに回っていただき、就労条件等について個別に
質問や相談を行っていただきました。

参加したシニアの方からは、「求人を見て応募する
のとは違い、気軽な気持ちで相談ができた」、「高齢の
自分でも働けることが実感できた」といった声が聞か
れました。

また、参加した企業からは、「求人を出してもなか
なか人が集まらず、苦労していたが、シニアの生の声
を聞くことができ、とても有意義だった」、「募集方法
の工夫など、今後に生かしたい」といった声が聞かれ
ました。

本イベントを通じて、実際に就業につながったケー
スもあり、シニアの就業が増えていくことが期待され
ます。

企業ブースでは、熱心に質問をする様子が見られました

参加企業による事前説明の様子

企業の持続的発展のための人材活用戦略」（第一部）と、「高齢者
雇用のための労務管理」（第二部）の二部構成で実施しました。

第一部では、シニア人材の活用にあたっては、自社の経営環境や
方向性を見つめ直した上で、どういった業務でシニアの経験値や人
脈を最大限活かすことができるか、よく検討することが重要とのお
話がありました。

第二部では、従業員が70歳以上も働ける仕組みづくりとして、
キャリアパスや能力評価制度等に関する就業規則の整備のほか、健
康づくりや体力づくりの観点にも配慮が必要とのお話がありまし
た。

受講した企業の担当者からは、「異業種の担当者と意見交換がで
き、大変参考になった」、「今後新たにシニア人材を活用してみた
い」といった声が聞かれました。

上記のほか、企業の人手不足に対応するため、新たなシニア人材の活用に関するセミナーを開催し
ています。セミナーでは、参加者同士で意見交換を行いながら、自社におけるシニア人材活用の可能
性を検討していただきます。

第一部
ナレッジメントデザイン

加藤　誠　様

第二部
パートナーズプロジェクト社会保険労務士法人

髙野　洋子　様
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Q１ 現在の状況を教えてください。

Q２ どのような職種に就いていますか（希望する職種は）？

Q３ どのような働き方ですか（希望する働き方は）？

セミナーにご参加いただいたシニアの皆様（55歳以上の方）に、その後の状況をお聞きしました。

　セミナー前から同じ職に就いている方が33.8％、セミナー受
講後に就職した方が21.0％と、現在働いている方は、計54.8％
となっています。
　また、求職活動中の方が7.9％、今後求職活動をするという
方が14.8％と、現在求職を考えている方は計22.7％となってい
ます。
　現在働いている方と求職を考えている方を合わせると、
77.5％に上り、求職活動をしないと答えた方の22.6％を大きく
上回る結果となりました。

また、セミナー受講後に就職した方に、求職活動の期間を聞
いたところ、66.5％の方が６か月以内に就職したとのことでした。

セミナー前から
同じ職
33.8%

セミナー
受講後就職
21.0%求職

活動中
7.9%

今後求職
活動する
14.8%

求職活動
しない
22.6%

現在の状況

受講後に働いた方の求職活動期間は？
１位 ３か月以内�（38.2％）
２位 ４～６か月�（28.3％）
３位 ７～12か月�（17.8％）

現在働いている方は専門・技術を生かせる仕事や事務、サービス職が上位に入っています。
現在求職を考えている方は、それに加えて販売職や運搬・清掃・包装職も希望する声が聞かれました。

現在働いている方
セミナー受講前から働いている方 セミナー受講後に働いた方
１位 専門・技術�（17.1％） １位 事務� （13.9％）
２位 サービス� （14.7％） ２位 専門・技術�（12.6％）
３位 事務� （11.4％） ３位 サービス� （11.9％）

現在求職を考えている方
１位 事務� （21.3％）
２位 専門・技術� （11.0％）

３位
販売� （10.4％）
運搬・清掃・包装�（10.4％）

現在働いている方、求職を考えている方、いずれもパート・アルバイトが１位で、次いで契約・派遣・嘱託が
２位、シルバー人材センターが３位となっています。

現在働いている方
セミナー受講前から働いている方 セミナー受講後に働いた方
１位 パート・アルバイト�（38.0％）１位 パート・アルバイト�（61.8％）
２位 契約・派遣・嘱託� （19.2％）２位 契約・派遣・嘱託� （19.7％）
３位 シルバー人材センター（18.8％）３位 シルバー人材センター�（� 7.2％）

現在求職を考えている方
１位 パート・アルバイト�（70.1％）

２位 契約・派遣・嘱託� （12.2％）

３位 シルバー人材センター�（11.0％）

（参考）セミナー参加者 動向調査結果について
調査期間 R２.５月〜６月
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現在働いている方は、５～７時間が１位、３～４時間が２位、８時間以上が３位となっています。
一方、現在求職を考えている方は、３～４時間が１位、５～７時間が２位、１～２時間が３位と、短時間での
就業を希望する方が多いことが伺えます。

現在働いている方
セミナー受講前から働いている方 セミナー受講後に働いた方
１位 ５～７時間（38.0％） １位 ５～７時間（44.7％）
２位 ３～４時間（24.5％） ２位 ３～４時間（32.2％）
３位 ８時間以上（16.3％） ３位 ８時間以上（15.1％）

現在求職を考えている方
１位 ３～４時間（56.1％）

２位 ５～７時間（33.5％）

３位 １～２時間（� 3.7％）

現在働いている方も、求職を考えている方も、１位が４～５日、２位が２～３日となっています。
現在働いている方では、不定期という方も見受けられます。

現在働いている方
セミナー受講前から働いている方 セミナー受講後に働いた方
１位 ４～５日（34.7％） １位 ４～５日（51.3％）
２位 ２～３日（31.4％） ２位 ２～３日（23.7％）
３位 不定期　 （� 8.6％） ３位 不定期　 （� 6.6％）

現在求職を考えている方
１位 ４～５日（56.1％）

２位 ２～３日（35.4％）

３位 ６～７日（� 1.2％）

現在働いている方のうち、セミナー受講前から働いている方は、１位が５万円未満、２位が５～９万円となっ
ています。一方、セミナー受講後に働いた方と現在求職を考えている方は、１位が５～９万円２位が５万円未満
となっています。
またいずれの場合も10～14万円が３位となっています。

現在働いている方
セミナー受講前から働いている方 セミナー受講後に働いた方
１位 ５万円未満　（28.2％） １位 ５～９万円　（38.8％）
２位 ５～９万円　（25.7％） ２位 ５万円未満　（21.1％）
３位 10～14万円（18.4％） ３位 10～14万円（16.4％）

現在求職を考えている方
１位 ５～９万円　（39.0％）

２位 ５万円未満　（29.9％）

３位 10～14万円（16.5％）

現在働いている方、求職を考えている方、いずれも勤務日数・時間が１位で、次いで職種が２位、経験が生か
せることが３位となっています。

現在働いている方
セミナー受講前から働いている方 セミナー受講後に働いた方
１位 勤務日数・時間（31.5％） １位 勤務日数・時間（40.0％）
２位 職種　　　　　 （19.2％） ２位 職種　　　　　 （21.9％）
３位 経験が生かせる（17.6％） ３位 経験が生かせる（16.2％）

現在求職を考えている方
１位 勤務日数・時間（54.9％）

２位 職種　　　　　 （21.3％）

３位 経験が生かせる（� 9.8％）

Q４ １日の労働時間は（希望する労働時間は）？

Q５ １週間の労働日数は（希望する労働日数は）？

Q６ １か月の賃金は（希望する賃金は）？

Q７ 働く上で重視したことは（重視することは）？
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自　由　意　見

 ■ 働く事で健康に！

 ■ 働く事で生きがいを持てる！

 ■ 働く事で収入を得られる！

 ■ 新しい事にチャレンジしましょう！

働く事で生活のリズムが出来、動く事で体にも良
いと思う。出来たら70歳まで働いて行きたい。
� 57歳・女性

働ける条件が揃っている時は可能な限り働いて社
会と関わっていた方が良いと思います。60歳で退
職した時に家族より「定年ウツ」みたいと言われ
ました。今は家事と適度な勤務でとても充実して
おります。� 63歳・女性

心身安定の為には働く事が重要です。又、家族円
満の秘訣である様に思います。� 66歳・男性

人生、生涯現役。元気であればいつまでも仕事が
出来るというのを胸に元気に明るく楽しみながら
仕事を続けております。「元気→働ける→元気」
のスパイラルですね、人生は…。� 68歳・女性

働いている事が元気に繋がる（自分の健康）。少
しでも社会貢献になる。家にいる事より社会・人
との繋がりを大切にしたい。生涯現役でいる事が
自身の幸せになる。� 70歳・男性

健康であれば働けるうちに働いて、いつまでも社
会と接点を結んでいる事が生きる張り合いにもな
ります。誰かの役に立ち必要とされることが、こ
の年になると幸せと感じます。� 62歳・女性

高齢者となると希望する職種や労働時間にマッチ
するものは、なかなかありません。そんな中でも
やってみたい職種が有れば気後れせず挑戦してみ
る事も大切かなと思います。そしてダメだったら、
その時はその時です。チャレンジも大事です。
� 62歳・女性

全く経験の無い新しい分野の仕事にチャレンジし
た事により苦労する点もあるが新たなやりがいも
得られた。また、社会とも関わり日々生き生き日
常生活を送っている。土・日・休日の休暇のあり
がたみが感じられ新鮮である。
� 62歳・男性

66歳の私でも健康ならば働く事が出来る事に感謝
しています。金額だけでなく、人様（仕事先の
方）に喜んでもらえる事が、とても嬉しい事で
す。自分の生活に無理のない程度ということも大
切なんだとも考えています。� 66歳・女性

パートの収入は２～３万程度ですが自由に使えて
夫婦の仲も良くなったように感じます。週に２日
間ですが生活にメリハリがあって生き甲斐があり
ます。� 71歳・女性

体が健康であれば無理のない程度に何らかの形
で社会と関わりを持っていた方が毎日の生活に
ハリが出てくると私の場合は思います。それに少
しでも賃金を得る事も嬉しいです。友人とランチ
したり旅行したり出来ますので楽しみの一つです。
� 71歳・女性
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働いて動くと体に良いと思います。そして人と話
したりする事も歳をとるとボケ防止にもなり良い
と思う。ですが職場では思っていた事とは違う事
が沢山あり仕事をする上で良く考えて職場を決め
る事が大切だと思います。先回参加した職業体験
は、今迄経験した事が無い分野でしたので勉強さ
せていただきました。ありがとうございました。
� 60歳・女性

社会に出て働く事の充実感があります。セミナー
に参加させていただき、生きる張り合いが出来ま
した。シルバー世代の人が活性化できる環境づく
り期待します。� 61歳・女性

セミナー受講後、早々にお仕事を頂きセミナー
で学んだ事が生かされたのが良かったです。こ
れからも地域・社会貢献の為にも頑張りたいと
思います。� 61歳・男性

健康で長生きする為には働く事に限らず、人との
繋がりを持つ事だと思います。定年までは自分の
為・家族の為。定年後は古いけれど「世の為、人
の為」をちょっと心掛けています。�62歳・女性

現役世代とは仕事に対して体力、スピードは敵わ
ないかもしれませんが知識・技術の熟練を生かし
親切丁寧な対応を心掛ける。そんな自分を受け入
れてくれる仕事を見つける事が出来れば最高で
す！働く事によって社会との関わりが継続され、
生活の安定にも繋がります。� 66歳・女性

給料が入る。地域の人に喜ばれる。友人が増え
る。前職とは、まったく違う職種だが、特に問題
なくこなせるものです。� 62歳・男性

働く事は緊張感やハリがあり良い事と思います。
いずれにしても人間関係はどこでも付き物で少し
苦労しました。今後も高齢者の働く間口が広がる
事を願います。企業は65歳以上は、なかなか受け
入れが厳しいです。� 65歳・女性

履歴書を求人先へ送付しても年齢が問題で書類だ
けで断られる。面接をしてもらいたいがなかなか
難しい。� 66歳・男性

自分の労働能力を信じて疑わなかった。面接10
回オールダメでしたが、運よく今の職場に巡り合
えました。� 76歳・女性

内定が一件ありましたが新型コロナウイルスのた
めキャンセルしました。79歳ですが令和２年３月
31日まで現役で働いていました。職場の都合で退
職となりました。元気ですので良い職場が有れば
就職（パート）をと目指しています。シルバー会
員に入会したところです。� 79歳・女性

シルバーからの斡旋では様々な形態が有って、こ
ちらの希望に沿って働けるのでとても助かりま
す。現在は自分の知識・技術を十分使ってやれて
いるので、もう少し身体的・精神的な問題が無け
れば続けます。
� 71歳・男性

 ■ 地域貢献や社会参加になる！

 ■ セミナーも利用しよう！

 ■ シルバー人材センターも一つの手段！

 ■ 思い通りにならないことも！
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