
表－７ 生きがい就労事例（活字情報結果） 

 

全日本社会教育連合会発行「社会教育」 

  団体名等 所在地 概要 

1 

川越蔵の会 

http://www.kuranokai.org/ 

埼玉県 

S58(200名)北 商店街の活性化、電線地下埋

没、文化育成運動 

2 

㈶社会教育協会 

http://www.zaidan-shakyo.org/ 

日野市 

S44、自治体の援助で、ひの教育センター開

設、子どもからシニアまですべての人を対象

に生涯学習プログラムを提供、シニア向き健

康クラブ、健康講座、介護予防リーダー育成 

3 狭山シニア・コミュニティ・カレッジ 埼玉県狭山市 

H12、カレッジの提供（8 学科 15 コース、入学

者 300 名）修了生 2000 名、市から受託 

4 

かぬま生涯学習大学 

http://www.city.kanuma.tochigi.jp/12,2844

,138.html 

栃木県鹿沼市 

H11、市から受託でスタート、現在はマイカレッ

ジとして独立、受益負担の授業料を収入源、

30 人が従事、200 講座 

5 

自由時間倶楽部 

http://www.sfk21.gr.jp/jjc/ 

東京都港区 

中小企業の支援、再雇用を促す勉強会、講

師派遣、就職相談 

6 

米沢マナビスト塾 

http://otakapopo188.sakura.ne.jp/sisekime

guri09/ 

山形県米沢市 

H13、35 名、市生涯学習事業と協働、よねざ

わ学アカデミーの開催、おしょうしな学アカデ

ミーの開催 

7 

清見潟大学塾 

http://www.kiyomigata.org/ 

静岡市 

S59 、市民教授 150 人登録、市民教授工芸・

実技(36)舞台・体育(76)、教養・座学(40)合計

152 講座、講師料受講料の 90%、受講者 3000

人、清見潟方式で全国 25 ヶ所ある 

8 

ひさかた風土社 

http://www.kamihisakata.sakura.ne.jp/fudo

sya/ 

長野県飯田市 

H2、28 人野菜の産直（日曜以外毎日）、学習

活動（寺子屋）各地との交流 

9 

富山県自遊塾 

http://www4.tkc.pref.toyama.jp/toyama/jiy

ukoza.page 

富山市 

H7、16 講座でスタート、H19 年 57 講座、受講

者 1000 人、講師は県民教授に応募、同様の

趣旨でインターネット市民塾も開催 H11 

10 羽村市ゆとりぎ運営市民の会 東京都羽村市 

H18、市生涯学習センターの事業運営委託、

学習プログラムとホールの運営(1300万円)メン

バーは芸術鑑賞、学習、文化、展示、情報発

http://www.city.kanuma.tochigi.jp/12,2844,138.html
http://otakapopo188.sakura.ne.jp/sisekimeguri09/ 
http://www.kamihisakata.sakura.ne.jp/fudosya/
http://www4.tkc.pref.toyama.jp/toyama/jiyukoza.page


信の 4 つの部会、他にサポートグループ 

11 

生きがい講師団彩講会 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~saikoukai/ 

埼玉県上尾市 

H12、会員 110 人、市民講師の派遣、イベント

の企画と運営、会員のスキルアップ研修、年 2

回開催の「シニア講師プラザ」には 30 人の講

師が模範講義 

12 輝き厚木塾 神奈川県厚木市 

H18、前期 9 講座、後期 14 講座でスタート、21

年は、それぞれ 73、70 に増加、受講者 1300

名、講師料 1 回 500 円 

13 

(社）学習・文化・産業ネットワーク多摩 

http://www.nw-tama.jp/ 

東京都日野市 

H14 年、女性のキャリア形成支援事業、（文部

科学省助成）まちづくりプランナー、キャリア・

コーディネーター、ファシリテーターなどの養

成講座開催、近年は女性の起業、仕事おこし

に力を入れている 

14 

八王子市レクリエーション協会 

http://www.hachireku.jimusho.jp/ 

八王子市 

S47、48 団体、25000 人の会員、普及事業(19)

指導者養成事業(17)、S57、カルチャーセンタ

ー(12 教室)開設、(現在 58 教室)S61 高齢者

学 、年間予算 2644 万円経営安定のために

指定管理受託 

15 

わらび学びありカレッジ 

http://www.warabi.ne.jp/manabi/ 

埼玉県蕨市 

H15、住民主体の市民大学、市の委託金 400

万円、主は受講料で運営、教養系(3)、IT 系

(23)、健康系(7)まちづくり系(1)音楽系(6)受講

料は１回 600～1000 円 

16 静岡県余暇プランナー協会 静岡市 

H5、80 名、県主催の「養成講座」(3 ヶ年)の修

了生で結成、東部、中部、西部の 3 ブロック、

各種研修会、講演会への講師派遣、余暇相

談、  、キャンプ、ハイキングの指導、講座の

開催 

17 

土に還る木 

http://www.morizukuri.com/ 

静岡県御殿場市 

H8、富士山御胎内清宏園内に工房開設、植

木鉢制作、どんぐりの森、しいの木の森、就業

の場の創出、里山保全 

18 

シニア SOHO 普及サロン三鷹 

http://www.svsoho.gr.jp/ 

三鷹市 

H12、パソコン指導の技術者派遣、起業相

談、就業相談 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~saikoukai/


19 早稲田創業支援機構 東京都新宿区 

H14、起業支援メニュー（事業計画、会社設立

登記、交流活動） 

20 

グランドワーク三島 

http://www.gwmishima.jp/ 

三島市 

H15、団体（20）、800 人、水辺環境の再生を

目的として市民提案事業、手作り事業、環境

教育 

21 まちづくり、ぐるっとおおつち「わいわい塾」 岩手県大槌町 

H13、62 人、環境保全、生涯学習、企画事

業、情報サービス、環境浄化剤による池の浄

化、わいわい塾などは町からの委託、地元産

品の PR、事業化、観光客の誘致 

22 

心の居酒屋 

 

東京都板橋区 

H10、148人、開業資金300万円（大手は3000

万円）直営店6、FC9、80名のスタッフ（全員高

齢者）、おふくろの味が売り、高齢者の雇用促

進を重視 

23 ネットワーカーズつむぎ 東京都多摩市 

H5、39 人、保育、家事、在宅福祉サービス、

高齢者 151 人、障がい者 165 人、延べ時間

6000 時間 

24 

イー・エルダー 

http://www.e-elder.jp/public1/index.html 

東京都渋谷区 

H11、100 人シニアの持っている知的資産、経

験を活用、IT を核としたコンサル、パソコン教

室、インストラクター派遣 

「高齢社会白書」平成２１年版の事例 

25 

高齢者のライフスタイルや技術、技能に適し

た働き方を開発 

東京都千代田区 

H12、人材派遣会社が設立、登録社員 330

人、売上高 3 億円、5 年前の 5 倍、社員は月 8

～10 万円、ガス機器の点検、修理、検針 

26 シルバーパワーで育児 兵庫県伊丹市 

H12、シルバー人材センター、認可外保育

園、シルバー会員 38 人、1 日 3 、 

27 

三州足助公社「百年草」 

http://www.hyakunensou.co.jp/ 

愛知県豊田市 

H5、従業員 90 名のうち半数が高齢者、ハム、

ソーセージの製造、1 億円、１ヶ月 12 回働く 

28 高齢者を支援するバス運行 兵庫県丹波市 

H15、中古ワゴン車、ボランティア運転手 12 人

から現在 20 人、過疎地有償運送の手続 



29 自立支援センター「ふるさとの会」 東京都台東区 

5 ヶ所の簡易宿泊所、2 ヶ所の自立援助ホー

ムを運営、利用者は大半が高齢者 

30 協同組合足立給食センター 栃木県足利市 

H10、勤務者の平均年齢 47 歳、2 時間勤務か

らフルタイムまで自由に選択 

31 高齢者食事会 東京都北区 

S59、安否確認を目的とした配食サービス、

（週 1 回）、食事会は区内 16 会場、8000 人参

加、商店街事務所を食事会の会場 

内閣府「社会参加活動」章入選団体 

32 当麻町高齢者事業団 北海道 H8、130 人、年間 1000 件、売上 7000 万円 

33 観音炭木炭生産グループ 鹿児島県市来町 H6、30 人、年間 400kg 

34 わらしべ会 山口県 H15、放置自転車の修理再生、販売、14 人 

35 和歌山高齢者生協友の会 和歌山県桃山市 H11、養鶏、7 人 

36 

農業組合法人水郷潮来のか

あちゃん手むすび 

茨城県 H14、JA 女性部、12 人、近くのドライブイン、弁当販売 

37 PCN クラブ(PC ネットワーク) 兵庫県尼崎市 

H10、204 人、60 からのパソコン教室（年間 250 回）、小学校

へメンバー派遣、 

38 

八幡地区住宅環境整備ボラ

ンティアグループ 

大分県玖珠町 H11、1 件 2000 円、プラス実費、24 人 

39 交野里山ゆうゆう会 大阪府交野市 

H12、94 名、行政、企業から委託事業、市民参加型イベント

の開催、市民の森林体験を支援 



40 ぬまづ竹炭工房 静岡県沼津市 H14、フリーマーケット、イベントで販売、建物のリフォーム 

41 めんどりカッチャの会 青森県中泊町 H17、28 人、ボランティア積立通帳、週 4 回の活動 

42 アートセンターめいぷる 青森県南部町 H7、ドライフラワーの販売、15 人 

43 爺婆産 

長野県野沢温泉

村 

H17、ふるさと再発見グループ、地産産業の復活（そば打ち

体験、つる細工、郷土料理、山菜採り） 

44 柳沢たのしみ会 静岡県沼津市 H11、20 人、コンニャクづくりの製造販売 

45 枚方エコサイクル 大阪府枚方市 H13、16 人、小学校（廃校）利用、4 年間 1000 台 

46 衣類再生グループ彩 大阪府枚方市 H13、34 人、和服のリフォーム、工房発表会、講習会 

47 憩いの駅えんかわ 山口県徳山市 

H12、駅前商店街の一角、買物の同伴、サロン経営、民間、

市からの補助金 

48 ヘルスメイト曽根 福岡県北九州市 

S54、ふれあい昼食会スタート、4 ヶ所で訪問給食サービス、

夕食弁当 60 食配達（週 5 日） 

49 移送ボランティアグループ 岩手県平泉町 H10、12 人、病院への送迎 

50 

神栖シルバーリハビリ体操指

導士会 

茨城県神栖市 

H18、70 人、体操教室の開催、参加者総数 9200 名、1 人の

指導者平均 33 回 

51 ワクワク園芸 22 埼玉県深谷市 H18、26 人、園芸療法、公共施設の植栽管理など 



52 

ユニバーサルコミュニティ豊

セン 

東京都練馬区 H20、111 人、介護予防、地域の清掃活動、不用品バザー 

53 まかど手前味噌づくりの会 静岡県沼津市 H13、18 人、味噌づくり、自治会、地域の人からの注文受ける 

54 長崎街道小倉城下町の会 北九州市 H8、150 人、バスツアー、探訪ウォーク 

 

内閣府「国民生活白書」平成１６年版 

55 

NPO 法人 デイサービスこのゆびと

ーまれ 

http://www.geocities.jp/kono_yubi/ 

富山市 

99 年 NPO 法人認証。スタッフ数は約 28 名。少人数の高齢

者、障害者（児）、乳幼児をひとつの場所でケア。活動が成果

をあげるにつれ、県や国の制度運用が見直された。 

56 

生活協同組合ちばコープ「おたがい

さま」事業 

千葉県 

99 年 4 月設立。子どもの送迎や犬の散歩など、暮らしの中の

ちょっとした困りごとを気軽に応援したり、助けてもらうことがで

きる。 

57 

NPO 法人 シニアのための市民ネッ

トワーク仙台 

http://www.sendai-senior.org/rev1/ 

仙台市 

99 年 9 月 NPO 法人認証。会員数は約 380 名。高齢者の活

動拠点となるパソコン教室などを自前で運営。会員の発案で

新しい活動を柔軟に実施。 

58 

NPO 子どもネット 

ワークセンター天気村 

http://www.biwako.ne.jp/~nt-tenki/ 

滋賀県

草津市 

99 年 NPO 法人認証。子どもの野外の遊びを重視。預ける側

の都合を尊重した保育園。 

59 

NPO 法人 塩谷町旧熊ノ木小学校

管理組合 

http://kumanoki.or.jp/index.htm 

栃木県

塩谷町 

2001 年 12 月 NPO 法人認証。廃校になった小学校の校舎を

宿泊施設として再生し、自然観察など、体験活動の場に。 

60 

NPO 法人文化学習協同ネットワーク 

http://www.npobunka.net/ 

東京都

三鷹市 

93年に設立し、のち99年NPO法人格取得。会員数は約350

名。不登校や引きこもりの青少年のためのフリースペースを

親たちが資金を出し合って建設し、運営。安全・安心な食の

提供と食育 

61 茄子の花 

島根県

松江市 

99 年 4 月設立。スタッフ数は 4 名、うち全て女性。幼児教室

講師 2 名。親子連れでくつろげるレストランで安全・安心を意

識した食を提供。食の楽しさ・大切さを学ぶための食育を実

施。 

http://www.biwako.ne.jp/~nt-tenki/


 

62 

NPO 法人 伊万里はちがめプラン 

http://www.hachigame-plan.org/ 

佐賀県

伊万里

市 

2003 年 5 月 NPO 法人格取得。市民や事業者から生ごみを

有料で回収、たい肥化。たい肥を使った農産物を販売し資

源を循環させている。 

63 

アサザ基金 

http://www.kasumigaura.net/asaza/ 

霞ヶ浦・

北浦地

域 

95 年設立、のち 99 年に NPO 法人格取得。地域の住民、学

校、企業など広範囲の人が連携し、霞ヶ浦の水辺の自然を

復元。産業振興と環境保護を両立。 

64 明大前商店街振興組合自警会 

 

東京都

世田谷

区 

2001 年 9 月結成。ピースメーカーズ隊員 43 名。商店主らが

自警団を結成し、「民間交番」としてピースメーカーズボックス

を設置。犯罪発生件数減少に貢献。 

65 

神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合

会 

http://www.wco-kanagawa.gr.jp/ 

神奈川

県 

89 年 7 月結成。会員は 5859 名。地域で暮らす主婦が中心と

なって資金を出し合い、自分たちで働き、経営にもあたる活

動を支援。 

66 白老町町内会連合会 

北海道

白老町 

町役場と町民が対等な立場で行う「まちづくり懇談会」を主

催。 

花をいかしたまちづくり 

67 恵み野花づくり愛好会など 

北海道

恵庭市 

91 年に立ち上げ開始。一人の主婦が、商店街や町内会を動

かし、花をいかしたまちづくりが広まる。住民の自由で自立し

たまちづくり 

68 

NPO 法人 生活バス四日市 

http://www.rosenzu.com/sbus/ 

三重県

四日市

市 

2003 年 4 月 NPO 法人認証。廃止が決定されたバスを、地元

企業、自治体からの支援も受けて、住民主体のNPOが企画・

運営。 


