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【事例一覧】 

 

（例１） 70 代の起業家 

（例２） 50 代で第二の人生をスタート 

（例３） 高齢者が活き活きと働き続けられる職種：「生涯設計デザイナー」 （第一生命保険） 

（例４） 名刺５枚の 30 代社員 

（例５） 若い世代と高齢者の棲み分け、協業で「価値」を創出（前川製作所） 

（例６） ソーシャルビジネスとしての学童と学習塾：「ネクスファ」（サステナビリティ・エンパワーメント） 

（例７） 住民、行政、大学、民間企業による協働街づくり：「次世代郊外まちづくり」 （東京急行電鉄） 

（例８） 若者の挑戦を経験豊富な先輩たちが支える NPO 

（例９） 顧客が専門資格を取得して旅程管理者に：「フェローフレンドリースタッフ」（クラブツーリズム） 

（例 10） 年代ではなく IP の切り口で開発するものづくり （バンダイナムコホールディングス） 

（例 11） 年齢や肩書きではなく個人の職能で仕事を獲得 （クラウドワークス） 

（例 12） プロフェッショナル人材のスキルの世代間循環をビジネスに （サーキュレーション） 

（例 13） ビジネスパーソン向けにキャリア設計プログラムを提供 （社会人材学舎） 

（例 14） 複数の高齢者のスキル・時間・空間をクラウド上で合成し、バーチャルなフルタイムの労働力を合成： 

「モザイク就労」 （東京大学大学院・廣瀬通孝教授の研究プロジェクト） 

（例 15） Google の検索機能と YouTube を利用した「おすそわけ」ビジネス 

（例 16） 経験や人脈を生かした起業支援 （まちづくり三鷹） 

（例 17） 年齢ではなく「個」に着目：「おやじプロジェクト」 （バンダイナムコホールディングス） 

（例 18） 神奈川県鎌倉市のパブリック・ベンチャー （株式会社鎌倉） 

（例 19） 「計測」「運動」「食事」の健康プログラムをカフェで展開：「タニタカフェ」 （タニタ） 

（例 20） IoT による地域医療連携システム：「さどひまわりねっと」 （日本ユニシス） 

（例 21） 高齢者の自立した生活を支援 （パナソニック） 

（例 22） 移動販売車が「買い物コミュニティ」づくりに寄与 （ローソン） 

（例 23） 出勤前の社会人に学びを提供する市民大学：「丸の内朝大学」 （丸の内朝大学企画委員会） 

（例 24） 食のプロ人材育成と産業化を担う大学：「食科学大学」（イタリア・ピエモンテ州）、立命館大学「食科学部」（仮称） 
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【プロローグ】 
 
ある企業に勤める 50 代社員のつぶやき 

 
私の会社は 50 代社員に、引退を勧める。 
会社の年齢構成は、ベテランも若者も数は同じ。昔のように末広がりのピラミッド組織ではない。部下のいない

部長や課長が大勢いる。ライン管理者は限られている。ラインから外れた時に、出向先も限られている。 
 
「若くフレッシュな後進に道をあけて、ご引退ください。」 しかし、引退勧告を受けた側にも、その後のライフスタ

イルについてビジョンがない。蕎麦打ち修行をはじめる、地元の海岸のゴミ拾い NPO に入れ込む、映画評論ブロ

グを始める、そして次第にくたびれていく。「これは、何かの役に立っているのか？」 
 
部下なく会社に残るやり方もある。「管理職」として十数年、人にやらせるやり方ばかりを考えていた人間が、一

人で企画書を書く、折衝する、連絡する、会議室を取る、コピーを取る、経理処理をする。「誰か、若い部下が手

伝ってくれないかなあ」 しかし、受注した仕事に若い担当者をつけるのは難しい。 
 
「どうすると、いいのかなあ」 漠然とした不安を拭い去れないまま、定年の足音が日増しに大きくなってくる。 
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１．ビンテージ・ソサエティに関する基本的な考え方 

（１）現状と課題 

①高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少 

近年、我が国においては高齢化が進行し、医療・介護に係る社会保障費の増加による国の財政負担や、高

齢者人口の増加（図１）に伴う一人暮らしの高齢者の増加、地域力の低下による高齢者の孤独死の発生等が

生じており、喫緊の課題となっている。 
一方、生産年齢人口割合は1990年をピークに減少しており、2050年には20歳以上の２人に１人が65歳以

上の非生産年齢人口に属するとの推計値もある（図２）。経済財政諮問会議が平成26年にとりまとめた報告書

『未来への選択-人口急減・超高齢社会を超えて、日本発 成長・発展モデルを構築―』でも、生産年齢人口

の減少という課題が背景にある中での成長力強化には、「2020年代初めまでのジャンプ・スタート」が不可欠であ

るとしている。 
高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少は、日本だけの問題にとどまらない。世界的にも持続的な経済

成長における課題と認識されており、世界銀行や IMF2015 年次総会レポートでも、多くの先進国において政策

対応が急務であると指摘されている。 

（図 1）高齢者人口の増加： 人口全体が減る中、後期高齢者は継続的に増加 
 

  



 

5 
 

（図２）生産年齢人口割合の減少： 2050 年には約５割に 

 
出典：財務省「社会保障・税一体改革の概要」 

②身体的に若返りつつある高齢者 

他方、近年の医学的な研究で、高齢者の身体機能や運動能力等が年々改善していることが明らかになりつ

つあり、年齢を基準とする「高齢者」の定義や、いわゆる「高齢者らしい」ふるまい方の社会通念は現状に即して

おらず、捉え直しが必要となりつつある（図３、４）。 
日本老年学会も、高齢者の身体的な若返りを踏まえ、「個人差はあるものの、特に 65～74 歳の前期高齢

者には十分、社会活動を営む能力がある人もおり、こういう人々が就労やボランティア活動など社会参加できる

社会を創ることが今後の超高齢社会を活力あるものにするために大切」として、この層の社会参画、社会通念の

変革の重要性を唱えている（資料１）。 

（図３）高齢者の体力テスト点数：15 年間継続的上昇  （図４）高齢者の歩行速度：10 年間で大きく上昇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典 図３：文部科学省「体力・運動能力調査結果」（平成 26 年） 

図４：鈴木隆雄・權珍嬉「日本人高齢者における身体機能の縦断的・横断的変化に関する研究」（平成 18 年） 
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（資料１）日本老年学会からの声明（2015 年 6 月） 
 
 
 
 
 
 

③高齢者の就労意欲の高さ 

こうした中、高齢者自身は、ボランティアを含む広義の「働き」を通じて社会とのつながりを持ち続けたいという人

が多い（図５）。その目的は、「家族を養う/生活」が最多であるが、「社会とのつながりをもつ」「いきがいを得る」がそ

れに続く（図６）。 
一方で、60代の半数以上が「働きたい」と考えているものの、その約３割が働いておらず、60代後半では働き

たい人の約半数しか働いていないという、就労意欲と実際の就業率とのかい離が明らかとなっている（図７）。これ

については、高齢者の就業環境や条件の選択肢が限定的であることが一因として指摘されている。 

（図５）高齢者の就労意向： 年齢層が高いほど「いつまでも」働くことを希望 

 

出典：内閣府「高齢者の健康に関する意識調査」（2012年） 
  

最新の科学データでは、高齢者の身体機能や知的能力は年々若返る傾向にあり、

現在の高齢者は10年前に比べて5～10歳は若返っていると想定される。個人差は

あるものの、特に 65～74 歳の前期高齢者には十分、社会活動を営む能力がある

人もおり、こういう人々が就労やボランティア活動など社会参加できる社会を創ること

が今後の超高齢社会を活力あるものにするために大切である。 
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（図６）高齢者の「働く目的」： 「生活のため」に続き「社会とのつながり」「いきがい」を挙げる人も多数（N=655） 

 
出典：電通総研『電通中高年調査 2015』（2015 年） 

（図７）高齢者の就労希望と就労率：働きたいのに働けていない人が34% 

 
出典：電通総研「シニア×働く」調査 （2015 年） 

（２）「ビンテージ・ソサエティ」の創出を目指して 

本報告書で提案する「ビンテージ・ソサエティ」とは、高齢者が、多世代に緩やかに交わりながら、「社会の負担」

になるのではなく、むしろ「社会の力」となっている社会である。 
 
ビンテージ・ソサエティでは、高齢者は、いきいきとしている。「働く」「学ぶ」「遊ぶ」「休む」をバランスさせ、自分の

ライフスタイルを自由にデザインして、大いに生きがいを感じている。 
そして、高齢者を含むすべての人が「自立」して「多様」な生き方を実現することができ、その中で高齢者が多

世代の人々や社会と「つながり」を保持し、新たに創り出している。すなわち、高齢者のもつ経験や知見が引き出
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され、社会に貢献している。 
 
この社会が実現すれば、高齢化は「機会」に変貌する。世界で最も高齢化が進んだ日本は、潜在的に多くの

機会が存在する国であるといえる。多くの機会のある日本には、また、世界の先陣を切って「ビンテージ・ソサエティ」

という成熟社会へのパラダイムシフトを成し遂げられるだけの、十分な潜在力があると考えられる。 
実際に、この変革の萌芽はすでに随所に現れてきている。次章では、その事例を紹介する。 
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２．「ビンテージ・ソサエティ」の実現に向けた萌芽 

本研究会及び各種ヒアリングや文献調査を重ねた結果、都市部・地方を問わず、ビンテージ・ソサエティへの萌

芽が、既にさまざまな場で見られつつある。高齢者にとって、「働く」ということは、必ずしも生計のための義務的な

「苦役」や「労働」ではない要素もある。「成果」や「やりがい」を得られ、場合によっては「楽しみ」という意味さえ帯

びる、自由意思に基づく活動であり、豊かな人生を送るための重要な要素として位置づけられている場合が少な

くない。 
以下の事例に登場する人々は、年齢に関係なく、社会と繋がること、自分の経験やスキルが世の中の役に立

つことに喜びを覚え、「働く」という概念を高い次元で捉えて活き活きと仕事に向き合っている。 
ビンテージ・ソサエティの実現の検討に当たり、高齢者層の多様性を前提とした上で、まず、一人称の視点をも

って、現状と課題、それらを克服しつつある萌芽を具体的に洗い出していく。 

（１）社会通念・意識について 

①「年齢」に対する社会通念・意識 

高齢化が進展する中、前章（高齢者層における身体的な若返り、勤労意欲の高さ等）にあるとおり、「年齢」

や「ライフスタイル」に関する社会通念や意識に変化の兆しがある。 
組織を離れ、自ら仕事を得ている人もいれば、会社の仕組みを利用している人もいる。経験や人脈など、長

年積み重ねた財産を生かして、高齢者が活き活きと働き続け、活躍している事例を、以下に示す。 
 

（例１） 70 代の起業家 

A さんは、35 歳で公務員を辞め、ものづくりの会社を起業。現在、既に 70 代だが、仕事も遊びも「現役」そ

のもの。「これまで人件費の点から海外に移転していた仕事も、現地では人件費が高騰しつつあり、これから

は、ものづくりの仕事が俺のところに帰ってくる」「ロットが小さくなると分業は非効率的。うちみたいに一人で完結

できるところに注文がくる」という大局的な予測を立て、小ロットの注文に柔軟に応じるものづくりを事業化した。

今では高級楽器の部品もマンションの一室で製作できるように。さらに3Dプリンターを先行的に購入、3Dプリン

ターを活用した事業展開を画策している。 

（例２） 50 代で第二の人生をスタート 

B さんは、早期退職のパッケージを受けて会社を辞め、かつての会社の後輩の企画書代筆アルバイトもしな

がら、必要に応じて業界コンサル役にもなり、自分のやりたい仕事を選んで、週に２日ほど働いている。仕事の

内容は、地元の活性化に関する話。地方創生の盛り上がりに伴って、様々な話が舞い込んでいる。 
B さんの早期退職転職先は、地元自治体の観光課。持ち前の企画力を発揮し、観光イベント企画、コン

テンツ開発で地元を盛り上げている。収入は半減したが、第一線で培ってきたものの考え方、進め方で、複数

の事業を並行して進めていく点が重宝されており、大きなやりがいを感じている。 
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（例３） 高齢者が活き活きと働き続けられる職種： 「生涯設計デザイナー」 （第一生命保険） 

第一生命では、一人ひとりのライフスタイルや多様なニーズを踏まえて保険のコンサルティングを行う職種を

「生涯設計デザイナー」と称している。定年は65歳だが、その後は本人の希望に応じて、75歳まで定年延長し

てフルタイム勤務を続けられるほか、勤務時間や日数を調整して最長 80 歳まで自分のペースで働くことを選択

できる仕組みもある。高齢になっても活き活きと長期に亘って顧客を訪問し続けている生涯設計デザイナーが

多数おり、豊富な経験と蓄積された人間関係が生きる職種であるからこそ、幅広い年代の顧客から厚い信頼

を寄せられている。 

（具体的な事例） 

第一生命に入社して約50年のCさんは出産後、前職を退職し子育てに専念していたが、同社で長年勤めた

母に背中を押され、生涯設計デザイナーとして働きはじめた。女性が多い職場で働きやすい環境が整っていた

からこそ、仕事と家庭も両立でき、家族の応援もあり長期間続けてくることができた。何よりも自身を担当者とし

て認めてくれている多くの顧客の存在が大きい。今でも様々な保険の手続きについて、顧客からの電話が毎日

たくさん鳴る。「忙しい」と感じるよりも「この私をいつまでもお客様は頼ってくださる」と感じる。「お客様をはじめ、

たくさんの出会いで人生が豊かになりました。この絆を大切にし、できるだけ長く働き続けたいと思います。」という

C さん。顧客にも支えられながら、活き活きと毎日を過ごしている。 

（例４） 若い世代と高齢者の棲み分け、協業で「価値」を創出： 前川製作所 

1924 年創業の前川製作所は、産業用冷凍機や各種ガスコンプレッサーの製造販売を手掛ける総合機械

製造企業。定年は 60 歳だが、本人の意志と周囲の同意があれば 60 歳を超えてそのまま働き続けることがで

きる。定年を迎えても退職する人がほとんどいない「定年ゼロ」企業を標ぼうする。 
同社では、20～40 代を「取引先を回る『動の世代』」として、50～70 代を「経験と知見を使ってアイデアを

出す『静の世代』」と呼んでいる。40 代までで今までやってきた事業を全部消化し、50～70 代は、それまで培っ

た経験、知識、勘などの持ち味を生かして新しい仕事に取り組む。人間に動と静の側面があるように、企業に

おいてもその２つの側面は重要で、「動にできることは静がやるべきではなく、動にできないことを静が手助けし、

問題を解決する。そのためには、動と全く違う世界で静は存在価値を発揮しなければならない。」という。「シニ

アは、マニュアルのない仕事に強い」という考え方のもと、不定形な仕事はシニアに、マニュアル化できる仕事は

若手に、と棲み分けられ、若手の体力とシニアの知恵で補完関係を築いている。 

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構『第 53 回労働政策フォーラム 高齢者雇用のこれから —更なる戦力化を目指して—』 

（http://www.jil.go.jp/event/ro_forum/20110603/houkoku/04_kamoda.html） 

 
高齢者による主体的な仕事への取組は、例１・２のような自立型ばかりでなく、組織に所属していても実現す

ることができる。例３では、「最長 80 歳まで働ける」仕組みを設けることで、「長年の経験」「蓄積された人間関係」

などの高齢者特有の力を企業の信頼と活力につなげている。また例４では、「中高年がよりクリエイティブな仕事を

する」、むしろ「中高年こそがクリエイティブな仕事に向いている」という考え方で価値を生み出している。いずれも、

まさに雇う側、雇われる側の双方が win-win になっている。 
さらに、人間国宝などの文化・芸術分野、政治・経済・学問など様々な領域において、「年相応＝引退」とい
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う社会通念を軽々と乗り越え、知識や経験からくる圧倒的な実力、絶え間ない努力と研鑽をもって、社会参画・

貢献をしている層がある。 
これらの例から、高齢者がもつ「長年の経験」「蓄積された人間関係」等は、それが活きる舞台さえ得られれば

大きな力になりうることが分かる。ビジネスモデルや職務内容が高度になる中、規格化できない「複雑系」に対応

できる潜在力を持った高齢者が活躍する場面が増えていくと考えられる。 
 
一方、30 代・40 代の層においても、意識やライフスタイルに変化の兆しが現れ始めている。以下例にある 30

代のケースでは、自らが50代・60代、それ以降になっても「現場」から「指名」される技能をもち続けるべく、今いる

職場でも着実に成果を挙げつつ、同時に自らの技能を研鑽している。組織に依存しすぎずに自らの技能で生き

ていくことを想定し、複層的なキャリアパスを踏み出している。 
 

（例５） 名刺５枚の 30 代社員 

D さんは、1970 年代後半生まれで、社会人 10 数年目。５枚の名刺を持つ。１つは会社の名刺。現在は

マーケティングの部署に所属し、商品開発から新規事業の支援まで、幅広い仕事を担当する。残り４つは

NPO の名刺。自分で立ち上げた団体を含め、どれも仲間と楽しむ活動の延長である。 
会社の仕事だけでは知り合えないような幅広い仲間を出会えることを楽しんでいる。共通言語が無い違う会

社の人との協働による試行錯誤を経て、自分の幅が広がっていると感じ、90 歳になっても働き続けたいと思って

いる。収入以上に、「ここにDさんを呼んでみるといいのでは？」と言われる存在であること、万人に求められる存

在でなくてもいいので、５～６名から指名される状態を長く保ち続けていくことが D さんの理想である。 

 
 このように、これまでの「若手は現場で実働し、中高年は管理職として現場を離れ、50 代で引退する」という

一般的な社会通念・意識について、既に変化の兆しが現れている。また、スペシャリストや自営業等の職種には

「定年」の概念がないため、多様な形で、社会参画・貢献を実現している萌芽がある。 

②世代間交流について 

ビンテージ・ソサエティの重要な要素として、前述のとおり、高齢者を含むすべての人が、「自立」しつつ「多様」

な生き方を実現することができ、その中で高齢者が多世代の人々や社会・地域と「つながり」を保持し、新たに創

り出していく点が挙げられる。 
例えば、高齢者と子供たちとの交流。高齢者が、自分の経験を現在でも価値を持つ形に転換して、子供達

に伝えていく。次の事例では、自らの経験を子供達に伝えることで、子供達が目を輝かせることが、高齢者にとって、

大いなるやりがいとなっている。 
高齢者の経験は、他の世代にはないもので、一工夫すれば、その価値は顕在化する。また、子供たちの親は

そこに価値を感じ、講師としての高齢者に授業料を支払う。講師側も運営側も、ボランティア形式だけでは長続

きしにくく、こうした事業形式が、取組を持続的なものとするとともに、高齢者にとっても自らの取組に対する価値の

証左となる。まさに、「地域」という場において、高齢者が、他の世代と交流する中で、価値を生み出している。 
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（例６） ソーシャルビジネスとしての学童と学習塾：「ネクスファ」 （サステナビリティ・エンパワーメント） 

柏に本拠地を置く一般社団法人サステナビリティ・エンパワーメントは、2012 年に東京大学、千葉県柏市、

UR とのパートナーシップ事業として「ネクスファ」を設立。教育のプログラムとして、「小学生の放課後支援プログ

ラム」や「シニアの社会キャリアを活かしたプログラム」が盛り込まれ、近未来型の学び舎を標榜している。「社会

で起きていることをジブンゴトととらえ、持続可能な未来をつくるための知恵や価値観を育む学び」を中心に、

様々なバックグラウンドを持つ大人を講師に招いている。 
学童のプログラム講師料は 1 回５千円、受講側からは数千円の月謝を徴収し、これを収入源として事業

化。例えば、塾部門では、米国駐在が長かった元商社マンは、実用的な英会話を教え、子供達に異文化交

流を体感させ、元メーカーエンジニアは、レゴのロボット教材を持ち込み、子供達に技術を体感させている。 

 
出典：サステナビリティ・エンパワーメント提供 

（例７） 住民、行政、大学、民間企業による協働街づくり：「次世代郊外まちづくり」 （東京急行電鉄） 

東急田園都市線沿線の「たまプラーザ」は、「一番暮らしたい街」を目指し、コミュニティ形成というテーマで

「次世代郊外まちづくり」の取組を進めている。まちづくりにあたっては、エリア開発側の提案を押し付けるのでは

なく、高齢者を含む多世代の住民の創意工夫を取り入れることによって「シビック・プライド」が醸成され、自分た

ちの街への愛着が湧き、住民間の交流も生まれている。 
特徴として、地域の住民、NPO などの活動団体、民間事業者など多様な主体から地域内で実現したい

企画を募集し、大学がアドバイザーになって「次世代郊外まちづくり」の実現に資するものを「住民創発プロジェ

クト」として選定。提案者自らが実施し、東急電鉄と横浜市が支援している。（2014 年９月末でプロジェクト終

了）。 

（具体的な事例） 

プロジェクトの中から、①まちづくり活動を醸成する「学びの場」となるコミュニティカフェ「三丁目カフェ」、②地域の

子育てママや元気シニア向けに「健康づくり」と「仲間づくり」を主目的にする「健康ポスティング事業」、③自然エ

ネルギー100%の街を目指す非営利型エネルギー事業会社「たまプラーザぶんぶん電力」などが事業として立ち

上がっている。 
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出典：http://jisedaikogai.jp/report/48/ 

 
地域での活動を通じた多世代交流。ここでは、「地域」を具体的な交流の場として、世代間交流が持続・拡

充していく仕掛けがある。 
例７を見ると、例えば「三丁目カフェ」では、地域に在住する高齢者の医師や元パイロットなどが自分の持つ知

識や経験を語る場が人気コンテンツになるなど、地域ならではの学びの場が生まれている。また、「健康ポスティン

グ事業」は、高齢者や子育て世代が、町内を散歩するついでにポスティングする事業で、健康づくりとビジネスを兼

ねるとともに、これはゆるやかな地域パトロールでもあり、まち自体の活性化に貢献している。いずれも、高齢者が、

地域で他の世代と緩やかに繋がりながら、自分の価値を社会の価値に転換し、事業として持続している。 
 
また、多様な世代が交わる「場」は、以下の例にように「地域」以外にも求めることができる。 
 

（例８） 若者の挑戦を経験豊富な先輩たちが支えるＮＰＯ 

Eさんは、約 20年間国際機関に勤め、海外から日本と日本人を眺めてきた。帰国後、「将来を担う若い人

たちがもっと生きがいを持てる社会づくりに関与したい」と考え、本業の傍ら、世代、職業、暮らす地域などを超

えて、より良い未来社会づくりを目指す NPO を立ち上げた。 
2016 年に計画している事業の１つが「セカンドチャンス人材バンクの開設」である。起業をはじめ、新たなチャ

レンジをしようとする若者と、経験や知識、スキル、ネットワーク等を若い世代のために役立てようとするシニアをつ

なぎ、挑戦をサポートする計画である。「シニアの経験の中には、若い人たちの役に立つものもあるかも知れな

い。それを取捨選択して使ってもらえばいい。たくさんの困難に直面してきた高齢者は、メンタルな部分でも支え

ることができるかも知れない。若い人も高齢者も、さまざまな職業の人も、それぞれが持つもの、好きなことを生か

して、社会が良くなるといい。大切にしているのは多様性です。」と E さんは語る。 

（例９） 顧客が専門資格を取得して旅程管理者に：フェローフレンドリースタッフ（クラブツーリズム） 

顧客自身が、旅程管理の資格を取得し、企業が提供する旅行商品の添乗員になる。既に全国で約 700
名が活躍。勤務内容に応じて手当があり、旅行の添乗、打ち合わせ、精算業務等を行う。「添乗員自身が楽

しみながら案内をすることで、旅の楽しみが広がる」、また顧客からは「添乗員が同世代なので、話が合ってツア

ーを楽しめる」との声が寄せられている。子育てが一段落した主婦や、定年を迎えて「サラリーマン時代にはでき

なかったことに挑戦したい」「自分らしい生き方をしたい」等の動機でスタッフとなった人が多い。 

http://jisedaikogai.jp/report/48/
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例８では、高齢者が自らの経験や知識に、現時点における意味を新たに見出し、他の世代と交流する中で新

たな価値を生み出して、若者の志の実現をサポートしようとしている。 
続く例９や例 10 では、「趣味・コンテンツ」が交流の場となっている。例９では、ガイド側からの熱心かつ専門的

な情報提供に加え、同じ趣味を有することでつながりを感じる点等が顧客に好評であるとともに、ガイド役は自分

の「趣味」が価値となったことにやりがいを感じている。例 10 では、コンテンツを軸に、それにまつわる様々なストーリ

ーや知識を共有し、楽しむことで、活き活きとした交流が生まれている。 
旅行やキャラクターの他にも、歴史、文化・芸術、スポーツ、鉄道、料理等、世代間共通の関心事であれば、

世代間の交流が自然に起こると考えられる。そのようにして生まれる語りあいは、「教育」の場であるのみならず、

発見や楽しみがあり、「創発」や「娯楽」であり、忘れがたい幸せの記憶となっていく。 
なお、多世代交流の場は、直接的なつながり（いわば「知縁」）による物理的な空間とは限らない。例えば

Facebook のアクティブユーザーは、13.9 億人（2014 年末現在、同社発表）で、中国の人口の 13.6 億人を上

回る世界最大のコミュニティと捉えることもできる。多世代交流を手軽に実現できるインターネット空間の活用が、

高齢者の力を顕在化させるための大きな鍵となる可能性がある。 
 
このように、「（１）社会通念・意識について」で取り上げた萌芽的事例群は、高齢者が社会の「力」となるビンテ

ージ・ソサエティを実現していく上で、①「現場→管理職→引退」というキャリアデザインのみに限定せず、多様なラ

イフスタイルがありうる点への気づき、②高齢者ならではの価値が顕在化するような世代間交流の場作り、という２

（具体的な事例） 

今年で活動３年目となる F さんは、元々は専業主婦。子どもが大きくなり、第二の人生の過ごし方を考えてい

た時、以前から顧客として利用していたクラブツーリズムがフェローフレンドリースタッフを募集しているのを知り、

「仕事を通じて大好きな旅ができるなら」とこの仕事を選んだ。当初慣れない添乗は緊張の連続で、「自分はや

っていけるのだろうか」と不安になることもあったが、参加者からの「ありがとう」の言葉や仲間のスタッフの励ましが

支えとなって頑張れたという。今では仕事を通じて、参加者との出会い、感動の共有、学びという日常生活では

得難い喜びを感じている。フルタイムではなく、自由になる時間を活用して月数回程度働くという就労形態で得

る収入は、自らが旅を楽しむためにも十分役立つと感じている。 

（例 10） 年代ではなく IP の切り口で開発するものづくり （バンダイナムコホールディングス） 

バンダイナムコでは、コンテンツ商品開発の際に、ターゲットを年齢で設定しない。そのコンテンツのコンセプトを

突き詰めることで、そのコンテンツを好むファンが世代を問わず集まってくることを狙っている。これを「 IP
（Intellectual Properties：知的財産）」視点での商品開発として、経営方針に掲げている。 

過去、女子中高生を想定対象顧客として、おしゃべりする人形を開発したところ、結果的に購買者の中心

はシニアであった。また、年配で老眼のファンの方が多いからといって、細かい部品のないプラモデルを作ったとして

も、売れない。あくまで、そのコンテンツのコンセプト・質を追い求める、つまり IP 視点での商品開発が必要と考え

ている。結果として出来上がった商品は、幅広い年齢層の愛好者の嗜好に応えるものにもなりうる。例えば、ガ

ンダムのプラモデルは、父親世代も子供も、場合によっては祖父も、一緒になって楽しめる。年齢に関係なく「好

きなこと」でつながれる機会を創出する。 
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つの課題を提起している。 

（２）働き方について 

①一人ひとりの能力の「因数分解・意味転換」について 

前述のとおり、現状において、60 代の半数以上が「働きたい」と考えているものの、その約３割が働いておらず、

60 代後半では働きたい人の約半数しか働いていないという、就労意欲と実際の就業率とのかい離が明らかとなっ

ている。ここでの課題は、一人ひとりの経験や知識を、社会のニーズや雇用機会に如何にマッチングできるか、とい

う点にある。 
 
この課題に対して、両者をつなぐ取組は既に始まっている。ここでの重要な視点は、「因数分解・意味転換」で

ある。 
「因数分解」とは、仕事を通じて得た経験や知識、スキルを、他の仕事でも活かせる要素に分解し、汎用的に

することである。たとえば、化学製品を開発する多国籍チームを率いた人の能力は、①化学の知識・技術、②プ

ロジェクト・マネジメント、③異文化コミュニケーション、等に分解できる。 
また、「意味転換」とは、その要素の使い方や価値を変えることである。前述の因数分解の例の場合、①化学

の知識・技術は例えば化粧品に、②プロジェクト・マネジメントや③異文化コミュニケーションは例えば海外事業所

の立上げに応用できる。 
一人ひとりの経験や知識、スキルは、それ自体では、これまで勤めていた組織や同類の業種でしか通用しない

ことが多いが、「因数分解・意味転換」された要素は、異なる組織や業種で活かされうる。 
 
例えば、以下事例に挙げる株式会社クラウドワークスでは「翻訳能力」レベルの細分化された要素、株式会

社サーキュレーションでは「プロジェクト・マネジメント能力」レベルの、より総合的な一般スキル、一般社団法人社

会人材学舎では「製造プロセス管理」といった、前業での経験から転用できる本質的なスキルとさまざまである。い

ずれのレベルでも、高齢者自身も気がつかなかった自らの能力が再発見・再発掘され、これらがしかるべき社会・

雇用ニーズの情報とマッチングすることで、社会参画の場につながっていく。 
 
さらに、近年目覚ましく進化し続けている IoT（Internet of Things）／技術等の活用により、高齢者が持つ能

力の因数分解・意味転換、それらと社会・雇用ニーズとのマッチングする手法も、一段と多様になりつつある。 
 

（例 11） 年齢や肩書きではなく個人の職能で仕事を獲得 （クラウドワークス） 

年齢や肩書などに関係なく、個人の働くスキルをインターネット市場に出して、ユーザーが特定の仕事を発注

したい相手をクラウド上で選ぶ仕組みを構築。多様な世代が自分の特技を活かして発注者と一対一の関係を

築きながら、個々人の事情に応じて収入の軸から副業まで様々に位置づけ、専門性の高い仕事を担ってい

る。 
仕事はインターネット上で完結するため、働く時間や場所にとらわれずに働くことができる。同社の調査による

と、ユーザー数 82 万人（2016年 2 月現在）のうち男女半数ずつが登録しており、ユーザー全体のうちの約６万
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人が 50 歳以上。最年長の登録者は 85 歳。 

（具体的な事例） 

G さんは IT 会社を 60 歳で定年退職後、独学でアプリ製作を学び、フリーランスでパソコン関係の仕事をしてい

た。しかし商談に行っても年齢を理由に折り合いがつかず、なかなか仕事を受注できなかった。ところが、年齢不

問のクラウドワークスに登録し活動を開始すると、一転して仕事が舞い込み始めた。在宅のアプリ開発で 1 件あ

たりの報酬は 10 万～30 万円。これには、G さんの妻も「凄く嬉しい、海外旅行にもいけるので」と大喜び。F さ

んは、「時間と場所にとらわれずに働けて、受注のチャンスが誰にでもあるこの仕組みは素晴らしい」と、培ったス

キルで自由に働けることに充実感を感じている。 

（例 12） プロフェッショナル人材のスキルの世代間循環をビジネスに （サーキュレーション） 

サーキュレーションは、セカンド・キャリア、パラレル・キャリアを志向する高い職能を持つプロフェッショナル人材の

個々のスキルを「見える化」した上で、特定の課題を抱えるクライアント企業にプロジェクト単位でマッチング。プロ

ジェクトを通じて、彼らの持つノウハウを組織に注入し、知や経験の世代間・地域間循環を行うビジネスモデル

を構築。 

（具体的な事例） 

H さんが海外事業所の立ち上げ作業をしていたのは、20 年以上前のこと。当時の仕事は、事務所も販路も

取引先も何もない国に、突然現地に行かされて、「とにかく事業所を立ち上げてこい」という大まかな指示のみ

で、ずいぶんと苦労をしたと語る。その後は国内で管理職をし、その経験を活かせる場面が皆無であったため、

本人も「昔話」と思っていたが、サーキュレーションはこうした経験の有用性を評価し、他社での同様なプロジェク

トの仕事を紹介。実際、いくつかの会社で海外事業所立ち上げのプロジェクトを担い、役に立てたのではないか

と自負している。 

 

出典：http://www.circu.co.jp/hojin/index.html#h-open 

（例 13） ビジネスパーソン向けにキャリア設計プログラムを提供 （社会人材学舎） 

ミドルエイジを対象にしたキャリア設計プログラムを提供する学び舎。明治大学大学院 グローバルビジネス研

究科教授 野田稔氏と弁護士・伊藤塾塾長 伊藤真氏が塾長を務める。「社会全体での終身雇用」を掲

げ、一人ひとりの能力の発揮とそれを活かすキャリア戦略作りのサポートによって、それまでの経歴や年齢に囚わ

れず、自分の能力、強みが発揮できる環境で働き続けることを支援している。 

http://www.circu.co.jp/hojin/index.html#h-open
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野田氏は、「20 代で社会人の型を覚え、30 代で社内で一目おかれるスペシャリストとなり、40 代で社外か

らも評価されるプロフェッショナルになる」というキャリアデザインを提唱している。それとともに、「因数分解・意味転

換」によって、中高年個人に対しては自分の強みの本質への気づきを、企業に対しては経営課題の真因発掘

を支援し、マッチングにつなげる活動をしている。 

（具体的な事例） 

Iさんが学舎にやってきたのは、57歳の時。大手電機メーカーで製造プロセスの統括部長を務めていたが、役職

定年を迎え半年ほどたった頃。海外で工場を立ち上げた経験もあり、第二の人生も得意分野を生かした電機

系のものづくりをと考えていた。 
しかし、学舎のスタッフと、面談しこれまでの経歴を話したところ、提案された職場は思いもかけない中小の菓子

メーカー。「因数分解」の結果、ものづくりのプロセスがわかる能力が評価され、それが、創業後まもなく生産能

力が追い付かないほど多忙な同社において、製造プロセス改善に役に立つという見立てだった。I さんは当初、

「菓子には興味が無い」と乗り気ではなかったものの、促されるままに工場に赴き、学舎の計らいで社長の話を

聞く機会を得た。 
「100 年続く会社にしたい」と熱い理想を語る社長に共感。さらに現場を見学すると、製造から流通工程に至

るまで、自分の経験と能力を活かして改善できる点が多々目についた。ここで意欲に一気に火が付き、同社の

一員となった。当初は製造部長として迎えられたが、前職の経験は人材育成から業務改革に至るまで多岐に

亘って役に立っている。同社には定年はあるものの、今では「I さんにはいつまでいてもらっても構わない」と言われ

るほど、同社に欠かせない人材として活躍している。 

   

出典：社会人材学舎（http://gakusya.org/、 https://www.facebook.com/shakaijinzaigakusya） 

②「モザイク就労」モデルについて 

こうした「因数分解・意味転換とマッチング」への取組が進む中で、それらを IoT の活用により、最適に結びつけ

ようという試みも始まりつつある。 
  

http://gakusya.org/wp-content/uploads/2016/01/DSC01158.jpg
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（例 14） 複数の高齢者のスキル・時間・空間をクラウド上で合成し、バーチャルなフルタイムの労働力を

合成：「モザイク就労」 （東京大学大学院・廣瀬通孝教授の研究プロジェクト） 

働く意欲が高く、知識・経験・技能を持っているにも関わらず、フルタイム勤務や遠隔地への通勤が難しいな

どの理由でその力を十分に発揮しづらいケースは多い。この解決策として、複数の高齢者の時間やスキルを組

み合わせ、仮想的に１人分の就業者とし、安定した雇用形態を求める雇用側のニーズとマッチングさせる仕組

み（高齢者クラウドによる「モザイク就労」）の可能性を研究している。（図８） 
このような仕組みを活用した事例として、滋賀シルバー人材センター連合会では、１つの求人を複数人で請

け負って１人分にするというチームでのマッチングを行い、求人ニーズに対して的確に対応している。同連合会は

高齢者のデータベースを活用し、広域的に仕事を融通することにより、高齢者と仕事とのマッチングを進めてお

り、求人に対する成約数が飛躍的に増加（各シルバー人材センターの区域を越えた成約件数が２件→48
件）、といった成果を挙げつつある。 

（図８） 高齢者の経験・知識・技能を社会の推進力とするための基盤 

出典：「高齢者クラウド」の研究開発ウェブサイト（http://sc.cyber.t.u-tokyo.ac.jp/gaiyo.html） 

③「ビンテージ・ベンチャー」、「身の丈起業」について 

高齢者の就労には、「被雇用」だけでなく、スキルや知識・経験・人脈を活かした「ビンテージ・ベンチャー」とも

呼ぶべき「起業」という選択肢もある。起業と言っても、ほとんど資本をかけないものから、ハイリスク・ハイリターンを

狙うものまで多様である。ここでは特に、IoT 等を活用しつつ、比較的ローリスクで立ち上げられる事例として、「身

の丈起業」を取り上げる。 
近年、IoT をはじめとする様々な技術発展などを背景として、電子商取引上の店舗立ち上げ、製品／サービ

ス説明、広告宣伝の投資コストは低減しつつある。この結果、以下の事例にあるように、今までは近所に「おすそ

分け」していたような身の回りの余剰生産物も、業態によっては事業展開が可能になった。また、社員を雇わず自

分一人で、工場を持たずサービス業で事業を始めることで、初期投資を相当程度抑えている。こうした形態は、
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高齢者のみならず多世代にとって、就労方法の多様化に資するといえる。 
 

（例 15） Google の検索機能と YouTube を利用した「おすそわけ」ビジネス 

「近所で評判の J さんのおはぎです。一日 10 個限定、一個 100 円@YouTube」。IT を活用することで、

これまで趣味にとどまっていた活動を小規模な事業として、地名などの検索語と連動した広告スキームと組み

合わせて販売を展開。 

（例 16） 経験や人脈を生かした起業支援 （まちづくり三鷹） 

東京都三鷹市には、以前、多くのものづくりの工場があったが、撤退や移転で少なくなってしまった。そこで市

は、SOHOの起業を支援することになり、まちづくり三鷹がその支援をするようになった。起業する人には、できる

限りお金を使わずに始めることと、初年度から黒字にすることを教えている。「一人ひとり、その人ができることは、

きっとある」という信念を持ってやってみて、もし事業継続が困難な状況になれば、迅速に判断して違う取り組み

に切り替える。このような内容を教える「身の丈起業塾」を実施。プログラムは半年単位で、経験豊富な 80 代

の元経営者が指南。すでに 24 期が修了、今年で 13 年目になり、これまで 540 社を支援。 

（具体的事例①） 

K さんは、医療用映像機器のメーカー３社を歴任。55 歳で早期退職。電子カルテを使っている開業医に対し

て、超音波・内視鏡・眼底・CT・MRI などの画像データの一括管理サービスを展開。営業が成立した段階

で、基本設計を進め、知り合いのエンジニアリング会社に機器システムを発注。納入・入金すると、エンジニアリ

ング会社から設計料が支払われるというビジネスモデル。常に海外の関連学会にも積極的に出席し、最新動

向を把握している。 

（具体的事例②） 

Lさんは、ある機械メーカーの子会社で、10年間環境/安全規制適合コンサルティングビジネスをしていたが、親

会社の意向で、同ビジネスからは撤退、本人は親会社に戻ることになった。ここで失われてしまう技術・ノウハ

ウ・人脈を「もったいない」と感じ、規格認証ビジネスを起業。①以前からの得意先の認証業務、②協業会社

からの認証業務、③旧親会社からの請負業務、④中小企業支援団体経由の相談、を業務として起業し、

今では得意先の紹介で販路が広がっている。 

これら事例に見られるようなローリスクの起業形態は、高齢者のみならず多くの世代にとって、有力な選択肢の

一つになりつつあるといえる。以上、「（２）働き方について」で取り上げた萌芽的事例群は、①一人ひとりの能力の

「因数分解・意味転換」を踏まえた新しい組織への就労、②「モザイク就労」モデル、③「ビンテージ・ベンチャー」

「身の丈起業」という、選択肢を示している。 

（３）産業の創出・振興について 

①高齢者の力を活かす産業 

上記「（２）働き方について」では、高齢者個々人の就業機会・手法の変化をみてきた。一方、事業者側にお
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いても、高齢者の力を得て成長する事例が生まれつつある。特に、成熟した技術の応用においては、豊かな経験

を活かせる機会が十分にある。 
 

（例 17） 年齢ではなく「個」に着目：「おやじプロジェクト」 （バンダイナムコホールディングス） 

バンダイナムコは、社員一人一人の「個の力」を重視し、シニア社員も自らのスキルと挑戦したいという想いが

取組の根底にある。同社では、55歳で役職定年となり、社員は現場の第一線を退いて後進の育成にあたる

キャリアパスとなっていたが、シニア社員の中には、まだ高い意欲がある人も少なくない。 
このため、後進育成と並行して、かつて培った技術や経験、知識を生かして新しいビジネス開発を行う「おや

じプロジェクト」を立ち上げた。キーマンが中心となって必要な知見を持つ仲間を集め、経験や知識が役立つ分

野でのゲーム開発に取り組む。この結果、海外のゲームセンター向け商品の開発に成功。現在複数の後継プ

ロジェクトが走っている。 

（具体的な事例） 

同プロジェクトに参加したLさんは、長年第一線に立ってゲーム開発を先導してきた技術者であり、当時メダルゲ

ーム機開発部長を役職定年したばかり。「まだまだやれる、新しいことにもチャレンジしたい」という意欲が買わ

れ、おやじプロジェクトの中心メンバーとなった。メダルゲーム開発の経験は、現在主流となっている携帯ゲームや

映像ゲーム等には向かなくても、海外市場開拓、特にゲームセンター用懸賞付きゲーム機の開発にうってつけだ

った。まだまだ活躍できる場があることが、自分の大きな自信になるとともに、それ以上に自分の働きが若い世代

の刺激になっていると感じられることにやりがいを感じている。 

 
高齢者の力を産業につなげる場は、「地域」の中にも数多く存在している。前述の「（１）社会通念・意識につ

いて ②世代間交流について」で取り上げた、「ネクスファ」の学童/学習塾、東急電鉄たまプラーザのコミュニティ、

三鷹市の「身の丈起業塾」もその例である。高齢者にとっても、社会に貢献するという心理的報酬が、金銭的報

酬以上のモチベーションとして作用する可能性があると考えられる。 
こうした取組は、公的な領域においても、地域の産業活性化に結び付きつつある。 
 

（例 18） 神奈川県鎌倉市のパブリック・ベンチャー （株式会社鎌倉） 

株式会社鎌倉は、新しい地域の組織の形、地域事業のモデルの作り方にチャレンジをする日本初のパブリ

ックベンチャーカンパニー。行政からの補助に頼らずに、鎌倉地域が抱える課題を自ら解決しながら、日本の地

域に対して未来の姿のヒントを提案することを目的としている。 
設立のマニュフェストには、「鎌倉というブランド価値を高め、鎌倉ブランドを活かした収益を生み出す自走式

モデルを確立します。生み出した収益は、鎌倉芸術文化・環境保護・未来の仕組みつくりなとのために使いま

す。」とある。高齢者のみならず多世代に亘って、地元企業、観光協会、大学教授や住職など、幅広い層が

設立メンバーとして参加している。 
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出典：株式会社 umari ウェブサイト（http://www.umari.jp/） 

 
高齢者の力を活かす場は、「地域」や「パブリック」に多くあるといえる。地域やパブリックの事業を、公的資金に

頼らずに運営できれば、高齢者にも社会全体にもメリットがある。 
災害時における一人ひとりの協調的な行動にも見られるように、日本人は潜在的に「みんなのため」に取り組

む力を秘めている。地域・パブリックに関連する「みんなのため」の産業は、様々な価値観を持つ多世代の人々を

つなげるものであり、まさに人生経験が豊かな高齢者の包容力が活きる機会に溢れている。 
「ビンテージ・ソサエティ」とは、換言すれば「多様性の社会」であり、多様性を強みにする産業の創出・振興は、

社会全体の多様性を進める入り口ともなりうる。 

②高齢者の力を引き出す産業 

高齢者の活躍に当たっては、高齢者が、物理的に移動でき、必要な情報にアクセスできること、つまり広義の

アクセシビリティを支える製品・サービス・技術が不可欠である。アクセシビリティについては、身体的な機能のサポ

ート、健康寿命の延伸に加え、近年では、健常な状態と要介護状態の中間状態を示す「フレイル」1の予防が注

目されている。 
さらに、ビンテージ・ソサエティ実現に向けて、IoT／技術を活用しつつ、高齢者の能力と社会ニーズとのマッチン

グ、移動・コミュニケーション等のサポート、「働く」のみならず、「学ぶ」「遊ぶ」「休む」の製品・サービスの充実、運

動や食事を含む健康管理などにおいて、産業界が担う役割・市場が一段と広がりつつある。 
 

（例 19） 「計測」「運動」「食事」の健康プログラムをカフェで展開：「タニタカフェ」 （タニタ） 

タニタは、「長岡市多世代健康まちづくり」への協力として、同社の強みである「計測」（体組成計・活動量

計などの各種健康計測機器）、「食」（タニタ食堂を始めとする食事の監修・プロデュース）、「運動」を実践し、

                                                   
1 日本老年医学会が提唱した概念で、加齢とともに心身の活力が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡の危険が

高くなった状態をいう。具体的には、①体重減少、②疲れやすさの自覚、③活動量低下、④歩行速度の低下、⑤筋力低下、

の３つ以上該当すれば「フレイル」と認められる。 
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健康づくりを通したコミュニティの強化を図る拠点としてタニタカフェを展開。活動量計や体組成計で計測したデ

ータから、食事や運動に関するアドバイスが受けられるほか、タニタの管理栄養士考案のからだにやさしいカフェメ

ニューを提供。さらに週２回ほどウオーキングなどの参加型イベントを開催し、楽しみながら健康作りを継続でき

るようゲーミフィケーションを取り入れ、利用者の来訪促進とそれによるコミュニティの活性化を狙っている。 

（例 20） IoT による地域医療連携システム： 「さどひまわりねっと」（日本ユニシス） 

日本ユニシスは、IoT によって域内の病院、診療所、調剤薬局や介護施設などの情報を集約し、共有する

「地域医療連携ネットワーク」を構築。地域が一体となって患者の医療・介護を支えることができる仕組みを実

現。高齢化と医師不足が深刻な佐渡島では、島内 100 以上の医療・福祉関連システムをネットワーク化し、

島民約 20%の診療データ、介護施設のバイタルデータ連携を完了した。 
これによって住民は、医療機関や介護施設で自らの病状の経過や投薬状況を一目で把握され、さらに必

要に応じてスムーズに他の病院に紹介されるなど、より質の高いきめ細かな医療・介護サービスが受けられるよ

うになることが期待される。同様のシステムは、宮城県気仙沼市でも準備中。 

（例 21） 高齢者の自立した生活を支援 （パナソニック） 

パナソニックは、３万人以上へのユーザー調査を踏まえ、50～60 代シニアをターゲットにした家電製品シリー

ズ「J コンセプト」を開発。身体機能が低下しつつある高齢者でも苦になりにくい家事を実現している。ほとんどの

人が重さを負担と感じないほど軽量化した掃除機や、洗濯物を取り出す負担を軽減した洗濯機など、「目利

き世代」である高齢者の評価を得ている。家事が億劫になることを減らし、むしろ家事機会を増やすことで、日

常生活の中でフレイル予防に繋がることも併せて期待されている。 
また、IoT を活用した力仕事や移動の支援を通じて、自立した生活や就業の実現に貢献する技術を実用

化しつつある。開発中のアシストスーツは腕力や脚力をサポートし、一人でできる作業の幅を大きく広げることを

目指している。また、自律移動可能な電動車いすや、バリアフリーの経路を提示するナビ等の組み合わせによ

り、足腰が弱った高齢者の移動を支援することが可能になる。さらに、交差点の死角にいる人や車いすをレーダ

ーで検知し自動車との通信によりドライバーに報せる技術により、視力や判断力が低下した高齢者の移動をよ

り安全・快適にする取り組みも行っている。 

（例 22） 移動販売車が「買い物コミュニティ」づくりに寄与 （ローソン） 

ローソンは、店舗への来店が困難な高齢の方や、店舗での買い物が困難な層を対象に、地域コミュニティに

おける専用車での移動販売を開始。自宅までの宅配だけではなく、地域内の移動販売車までは多少歩く必

要がある点で、従来のサービスとは異なる。地域からの要請に基づき移動販売車の活動を開始。地域の買い

物困難者の不安解消に役立つだけではなく、地域の人たちが移動販売車に買い物しに集まってくることで「買

い物コミュニティ」が生まれ、地域のつながり促進に寄与する効果が期待される。 

 
また、「働く」機会のみならず、「学ぶ」「遊ぶ」機会をさらに広げていくためには、より実践的な、就労に役立つ学

びの場が求められる。 
以下の事例における共通点は、産業との連携の重視である。学びの材料は、産業界が用意し、学んだ後は
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すぐに、産業につなげることができる。こうした学びの場は、より高い次元で仕事に取り組むためのステップとなるの

みならず、高齢者にとっても、社会参画や就労へのアクセスを高めるとともに、新たなつながり、いわば「知縁」を築

いていく有効な手段の一つといえる。 
 

（例 23） 社会人に学びを提供する市民大学：丸の内朝大学（丸の内朝大学企画委員会※） 

丸の内朝大学は、社会人のための学びの場であるとともに、コミュニティ形成を図る取り組み。「学部」は、ソ

ーシャルビジネス学部、からだ学部、地域学部、食学部など多岐に亘り、温泉検定クラス、マネーコミュニケーシ

ョンクラス、やさしい薬膳クラスなどを提供。受講者は新卒から役員クラスまで多様。開講以来７年間で、受講

者数は延べ 13,000 人を超える。 

※ 一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会、 一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、特定非営利

活動法人 大丸有エリアマネジメント協会の３団体により組成 

 
出典：丸の内朝大学ウェブサイト（http://asadaigaku.jp/course/index.cgi?c=zoom&pk=430） 

（例 24） 食のプロ人材育成と産業化を担う大学：「食科学大学」 （イタリア・ピエモンテ州）、 

立命館大学「食科学部」（仮称） 

食科学大学は、2004 年にイタリア・ピエモンテ州に設立された、世界で唯一の「食」の総合大学。ワインやト

リュフの特産品で知られ、スローフード発祥の地としても有名なピエモンテ州に、スローフード協会が支援。生物

多様性の研究と維持、そしてイタリアが誇る食と農科学の融合をめざし、人材育成と産業化のための研究所の

役割を担う。学士／修士課程は「食の専門家」の育成を掲げ、「食科学」の見地から農業、食の歴史、栄養

学、食品工学、栄養学、マーケティング、流通、食と観光など、幅広い分野の学問を提供している。 

日本では立命館大学が同様の学部の設立を、2018年度中に目指している。食科学部（仮称）設置委員

会事務局長・井澤裕司教授は、「現在、日本は『食』ブームであり、ユネスコの無形文化遺産に『和食』が選

ばれたことにも後押しされて、世界でも『和食』や日本の『農産物』はブランド力が高まっている。しかし、国際的

にはビジネスとしては失敗しているケースが多い」と指摘する。「いいもの、おいしいものは作れても、収益をあげる

ことができていない」と語り、「旨いものを作ったあと、それをどう売るか、アフターケアするか、長期に亘ってメンテナ

ンスしていくか」をデザインできる人材の育成を目指している。統計学、ファイナンス、行動学などを取り入れて

「学び」（学問）を産業化に結びつける新しい試みとして、注目されている。 
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出典：食科学大学ウェブサイト（http://www.unisg.it/en/） 

 

「高齢者の力を引き出す産業」は、移動、情報及び就労へのアクセシビリティを支える産業にとどまらない。高

齢者の充実した生活を支える産業もまた、「高齢者の力を引き出す産業」であろう。それは、自立支援のための

製品／サービスの上位概念となる、「働く」「学ぶ」「遊ぶ」「休む」がバランスした、充実した生活を支える製品／サ

ービスである。 
既出事例の中でも、例えば、コンテンツ（IP）商品をはじめとする様々な趣味的な産業が、高齢者の心をとらえ

ている。「フェローフレンドリースタッフ」は、高齢者が生活を充実したものにするためのサービスを提供している。自立

支援を第一義とする家電製品であっても、例えばそれが、「料理を楽しめる調理家電」「近所の人たちを気軽に

呼べる素敵なオープンキッチン」であれば、自立支援の域を超えて生活の質を高めているといえる。 
これらの一歩進んだ産業は、ビンテージ・ソサエティにおいて大きな市場を形成する可能性を秘めている。 
 
以上、「（３）産業創造・振興について」の章で取り上げた萌芽的事例群は、副次的効果をもたらす可能性を

示している。 
高齢者の知恵や経験を力に変える①「高齢者の力を活かす産業」は、特に「地域」「パブリック」と結びつくこと

で、様々な社会課題の解決も図れることが期待される。また、アクセシビリティ、就業機会の拡大などの②「高齢

者の力を引き出す産業」は、高齢者にとどまらず、様々な世代、立場の人にとって社会参画が進むこと、生活の

質を高めることにつながる。 
  

http://www.unisg.it/en/
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３．ビンテージ・ソサエティを実現するために： ３つの変革 

前章で述べた様々な萌芽は、「ビンテージ・ソサエティ実現に向けた萌芽」である。こうした萌芽が根付き、国内

外に広がっていくためには、①社会通念・意識、②働き方、③産業創出・振興の３つの切り口を通じて、一人ひと

りの生活の中から変革を進めていくことが求められている。以下、３つの変革の具体的な方向性と、その実現に向

けた課題をまとめる。 

（１）社会通念・意識の変革 

① 「年齢」に対する社会通念・意識の見直し （「歳忘れ」の価値観の浸透） 

事例 13 に挙げた「社会人材学舎」では、老若男女を問わず、日本に住むすべての人が社会的価値を生み、

一人ひとりが自らに合ったライフスタイルにおいて、持てる能力を活かし続ける続けるために、個々人と社会が年齢

の枠を外す「歳忘れ」の必要性を提唱している。 
健康寿命が伸び、セカンドライフが長くなった現在、従来「高齢者」とされていた年齢層になってからの人生は、

「隠居」でも「余生」でもなく、活き活きと自分らしく生きられる時間である。このため、個々人も社会全体も、年齢

相応の「らしさ」にとらわれて社会通念・意識に制約をかけないこと、一方で年齢を重ねることがポジティブなイメー

ジをもって捉えられるようにすることが、すべての変革の根底として挙げられる。 

② 「人生 90 年、100 年」を想定したライフデザイン 

人生 90 年、100 年のライフスタイルを充実させるためには、「働く」「学ぶ」「遊ぶ」「休む」の４要素を、併存させ

ながらそれらのバランスを柔軟に変えられることが肝要である。「働く」が生活の中心となっている段階のうちに、一

人ひとりがセカンドライフを意識し、自らがやりたいこと、やるべきこと、それを実践するための能力を特定し、自立・

充実した人生を送ることを想像するとともに、必要な「学び」に気づくことが求められる。 

③ 多様性あふれる交流による活力とアイデアの創出 

年齢相応「らしさ」にとらわれないことが重要である一方で、積み重ねた年月の長さによって経験や価値観が異

なることもまた事実である。様々な場において、多年代が緩やかに交じり合い、さらに、年齢以外のさまざまな要素

においても多様性に富む状況下で、互いを尊重して良い面を認めて補完していくことが、ビンテージ・ソサエティの

要諦である。 
このためには、高齢者を含むすべての世代が互いに気負うことなく意見を交わしながら、主体的に社会参画で

きる場、学ぶ場が必要である。萌芽として挙げた「ネクスファ」、東京急行電鉄の「次世代郊外街づくり」などが、そ

の好例である。世代間対立ではなく、各世代がそれぞれダイナミックに持ち味を発揮しあい、刺激し合いながら、

全体として大きな力を生み出すような関係性を築くために、社会における個々人の役割の再認識が求められる。 

（２）働き方の変革 

高齢者と一括りに言っても、前述のようにその経験や能力、身体的能力の個人差は多様であり、希望する就
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労形態も様々である（図９）。また、個人レベルで見ても、年を重ねるとともにその志向や身体の状況は変化し、

一定ではない。 

（図９）60 歳以降に希望する就労形態： フルタイム勤務希望は少数派 

 

出典： 内閣府 『平成 26 年版高齢社会白書（概要版）』   2. 就労に関する備え「60 歳以降に希望する就労形態」 

 
この多様性に対応するためには、「働く」「学ぶ」「遊ぶ」「休む」の４要素のバランスを、一人ひとりが状況に応じ

て自分に最も合うように調整するとともに、「働く」についてもプロフェッショナルとしての仕事やパートタイム就労、「ビ

ンテージ・ベンチャー」など、多様な選択肢を採りうる環境が求められる。 

① 能力の「因数分解・意味転換」と、それを活かしたプロフェッショナルな働き方 

「ビンテージ・ソサエティ」では、従来の固定概念・価値を転換し、イノベーションを起こしていく創造者の役割が、

一段と大きくなる。現役時代に「管理者」であった人材も、セカンドライフに向けて自らの能力を因数分解・意味

転換し、必要とされるスキルを再発見・再構成することで、これまでに携わってきた業種や分野を超えてプロフェッシ

ョナルとして活躍できる可能性が生じる。 
また、個別課題に対して能力を提供するプロフェッショナルとして参画できることで、いわば「名刺複数枚」の生

き方も選択肢の一つとなれば、自分の能力や生活環境の変化、世の中で求められる能力の変化にも柔軟に対

応しつつ、働く機会を確保し続けられる可能性が高まる。 
雇用する側としても、このような働き方が可能な仕組みが実現することで、プロジェクトごとに高い専門性を活か

して大きな付加価値を生み出せるプロフェッショナルな人材を確保することができるようになる。 

② モザイク型チームワークによる就労 

前述のとおり、多くの高齢者が就労を望んでいるものの、体力や価値観、生活パターンは個々人で多様であり、

必ずしもフルタイム就労を希望していない層も存在する。高齢者の力を活かすためには、働く側のニーズに合わせ

てパートタイム就労も選択肢として適切に組み合わせることが有効である。 
その際、因数分解・意味転換された個々人の能力を組み合わせて、求められる任務を完遂する仕組みは、

「働く」のみならず「学ぶ」「遊ぶ」「休む」を最適に組み合わせたライフスタイルの実現につながる手段の一つであり、

IoT を活用しつつ、高齢者の能力と雇用・社会ニーズとのマッチングを行うプラットフォームが有効である。 
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③ 「ビンテージ・ベンチャー」「身の丈起業」の可能性 

個々人の能力に合わせて、責任範囲やリスクを限定した働き方として、「ビンテージ・ベンチャー」の中でも特に

「身の丈起業」の手法を挙げた。例えば、もともと家族や自分のために作った料理を、商品としてインターネットを通

じて限定的に販売する、散歩のついでにモノを届けるなど、日常生活の延長線で身の丈に合った起業が広がり始

めている。あるいは、知識・技芸など、自分も楽しみながら人に教える働き方も現れている。 
さらに今後は、企業内で技術や経験を有する世代が次々と定年を迎えることから、社内ベンチャーやスピンアウ

トという形での起業の可能性も広がっていくと考えられる。こうした「身の丈起業」から本格的な起業まで、「ビンテ

ージ・ベンチャー」が様々な形態で数多く生まれることが期待される。 
「ビンテージ・ベンチャー」が現実的な選択肢となるためには、IoT を活用した情報や技術によりアクセスできる環

境、起業・廃業に関する基礎知識や事業モデルを学ぶ機会、資金を融通するファンドの普及など、基盤整備が

必要である。 

（３）ビンテージ・ソサエティを豊かにする産業創出・振興の変革 

① 高齢者の力を活かす産業の創出・振興 

高齢者が有する経験、知識、スキル、ネットワークなどは、必要とされる課題に合わせることで、その解決・実現

に貢献するものである。 
例えば、ある地域の観光資源や物産をブランド化し、新たな市場で販路開拓するためには、マーケティングのス

キルが不可欠である。地域でプロジェクト・マネジメントを経験したことがない人が集まって新たなプロジェクトを立ち

上げるとき、プロジェクト・マネジメントのスキルあるベテランが求められる。また、はじめて海外事業所を立ち上げる

企業にとっては、立上げ経験者がプロジェクトに加わることが大きな力になる。コミュニティにおいて、活性化に必要

となる学びのコンテンツを、喜んで提供する高齢者は多く存在する。 
このため、様々な活動において起こりうる、こうした局面をより多く顕在化し、各局面に求められている能力との

マッチングを進める仕掛けが、高齢者の力を社会の力につなげていくことを可能にする 

② 高齢者の力を引き出す産業の創出・振興 

高齢者の力を社会につなぎ、多世代が混ざり合いながら課題解決に当たっていく上で、様々な仕組みや場が

必要である。 
高齢者のもつ経験や知識、スキル、ネットワークを、企業や団体のニーズとマッチングさせる仕組み、必要とされ

るスキルを補強・増強する学びの仕組み、身体的な機能を補う技術、起業などを支援するファイナンスのサポート、

高齢者の声を製品開発に活かすオープンイノベーション、高齢者を含む多世代の声・想いをつなぐ場、セカンドラ

イフを豊かにする学びの場等である。 
例えばそれは、クラウドソーシングやジョブマッチングのプラットフォームであり、地域産業の振興を目的とした大学

講座であり、視覚・聴覚・運動機能等をサポートする IoT 機器であり、クラウドファンディングであり、リビングラボで

あろう。こうした「サポート」を担う産業は、ビンテージ・ソサエティを実現するためには必要不可欠であり、いわば「高

齢化先進国」日本がイニシアチブを取りうる産業群といえる。 
例えば、従来は海外に行ける人が限られていたが、航空機の発達により今では誰でも行けるようなった。同様

に、技術やインフラの力を活用することで、従来は「普通」だった多くの高齢者が「特別な一人」になれることにより、
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社会全体の生産性や創造性が大きく飛躍する可能性が拡がると期待される。 
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４．今後に向けて 

ここまでに述べてきたように、ビンテージ・ソサエティへの社会通念・意識の変革、働き方の変革、産業創出・振

興の変革の萌芽は、様々な分野で現出しつつあり、これを更に進めていくことが求められる。ビンテージ・ソサエティ

に向けていち早く踏み出し、高齢者の潜在力を引き出すことで、健康寿命の延伸のみならず国際競争力の獲得

につながることが期待される。 

（１）社会通念・意識の変革を進める取組 

社会通念・意識の変革においては、特定の組織の中ではヒエラルキー型（△型）で本業の職務を全うしつつ、

加えて、個々人の生活の中では「働く」「学ぶ」「遊ぶ」「休む」の４要素を組み合わせたライフスタイル（○型）を意

識することが求められる（図 10）。この中で、自らの能力・スキルを因数分解・意味転換し、自らの「年齢」や「肩

書き」による制限をかけず、社会との様々な関わり方（○型）を意識していくことが、ビンテージ・ソサエティへの第一

歩といえる。 

（図 10）ヒエラルキー型に○型の発想を加えて 

 

（２）働き方の変革を進める取組 

こうした意識の変革を促していくため、まずは、本報告書に掲げた萌芽や、それを踏まえた提言の発信を足がか

りに、医学的な知見、各地域・企業・自治体・大学等の活動に関する情報発信を促し、さらには高齢者を含む

ビンテージ・ソサエティを担う個々人が実行に移せる場づくりを進めていくことが必要である。また、このような場にお

いて、検討会に関わった私たち自身も、自らの能力を「因数分解・意味転換」し、ビンテージ・ソサエティの創り方

を率先して模索していきたい。 
働き方の変革においては、今まで人生のレールを一直線に進んできたライフスタイルが、セカンドライフも意識し

ながら複層的な働き方をするところに、豊かなビンテージ・ソサエティの萌芽がある。人生 90 年、100 年もありうる

時代の中で、「人生二毛作」、あるいは複層的な社会参画を求めて人生をデザインしていく（図 11）。つまり、「若

い頃学び、その後１つの組織で働き、引退してから趣味に生きる。」という画一的なライフスタイルに対して、「働く」

に加えて「学ぶ」「遊ぶ」「休む」も意識し、特にセカンドライフほど多様な働き方を選択できる社会の萌芽である。 
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（図 11）単線レールから複層的な輝きへ 

 

 
例えば、ある年代では組織の中で１つの仕事に全力で取り組み、次の年代では仕事と学びを並行し、続く年

代では複数の仕事を掛け持ちし、また次の年代では仕事より遊びや休みにウェイトを置く、といった働き方である。

年齢だけを基準に「引退」のレールが敷かれることなく、自分の意思で「働く」「学ぶ」「遊ぶ」「休む」をバランスよく

回転させ、人生を設計できる時代が始まっている。 
 
こうした働き方の変革を促していくため、関係機関間でも緊密に連携し、厚生労働省「生涯現役社会の実現

に向けた就労のあり方に関する検討会」「『一億総活躍』社会の実現に向けた厚生労働省の考え方」等での提

言事項（①地域の様々な機関をつなぐプラットフォームとコーディネーターの設置、②専門的な知識・技術・経験

を地場の企業で生かす仕組み、③シルバー人材センター、社会福祉協議会、地域包括支援センターの活性化）

に基づく取組や、厚生労働省、中小企業庁等の実施する高齢者雇用支援事業、人材バンク事業、起業支援

事業等の各種施策を組み合わせて、複数の選択肢を包含する将来設計を支援していくことが重要である。そし

て、更に萌芽を積み重ね、情報発信し、本章（１）にある意識変革を加速していくことが必要である。 
企業や地域においては、90 歳までのライフスタイルを考える機会作りや、世代間の学びの場の設定で、社会

通念・意識改革を進めることが有益であろう。また、「○型」プロジェクトチーム制や、複層型ワークスタイルへの気

づき・活用等を行うことで、超高齢社会という環境を「機会」に変える一助となると考えられる。 

（３）ビンテージ・ソサエティを豊かにする産業創出・振興の変革を進める取組 

産業創出・振興の萌芽から導かれるビンテージ・ソサエティ実現のキーワードは、「地域」と「IoT／技術」「アクセ

シビリティ」であろう。 
 
例えば、組織の中には、経験はありながらライン管理職にならなかった高齢者や高齢者予備軍も存在する。

一方で地域には、こうした人材を求める場が散在している。特定の組織の中だけでは目立たない能力や「過去の

遺物」と目されがちな経験も、地域では、極めて有用な知見となりうる。前述したいくつかの事例は、これを示して

いる。人材不足のため、事業の継続やサービスレベルの維持が困難になっている地域にあって、特定の組織では

活躍の場を得ることが難しくなった人材は新しい産業を興す、あるいは地域を活性化するカギとなる可能性を示し

ている。 
 
また、IoT は、こうした新しい萌芽を「マッチング」で支えるカギとなり得る。クラウドファンディングが資金調達のマッ



 

31 
 

チングを可能にしたことは、高齢者のみならず、あらゆる年齢層に新しい可能性を開いているが、高齢者に対して

は特に、就労に新しいマッチングの可能性が開けてきている。現在の人材マーケットは、フルタイム就労や長期雇

用を基本としていることが多いが、事例の中には、ビッグデータの活用により、多様なパートタイム就労やプロジェク

トベースの雇用を柔軟に行うことを可能にしているものがある。身体的機能が幾分低下し、フルタイム就労や長期

雇用を望まない高齢者でも、能力を発揮できる機会を IoT が創り出している。 
 
さらに、技術は「身体能力補助」を実現するためのカギである。例えば、老眼の人間も眼鏡をすれば健常者と

同じように視覚を確保できる。それと同じように、記憶力の衰えはネットワーク上の記録が支え、身体能力の衰え

はアシストスーツやパーソナルモビリティ等が支えている。これらは、高齢者が社会の力となる可能性を補助するとと

もに、そうした産業分野自体、国際競争力を持つものに育つ可能性を持っている。 

（図 12）就労や社会のあり方を変えていく IoT／技術 

 
 
「アクセシビリティ」という言葉の定義を、「交通・移動のアクセス」「情報へのアクセス」にとどめず、より広義な意

味で「就労・社会参画へのアクセス」にまで拡張するなら、産業創造・振興の萌芽は、「アクセシビリティ」にあるとも

いえよう。 
こうした動きを加速していくためには、企業での豊富な経験をプロフェッショナルとして地域に活かす人材を集め

る、まちひとしごと創生本部による「プロフェッショナル人材戦略拠点」や、IoT関連のいくつかのテーマについてワーキ

ンググループを形成して連携をすすめる、９の省庁、10 の自治体、1,356 の民間企業（2016 年 2 月現在）によ

るコンソーシアム「IoT 推進ラボ」などのスキームの活用を促進することが重要である。 
こうした制度は先に言及した「ビンテージ・ベンチャー」を促し、それらのスタートアップの下支えにも資する。これら

施策を最大限活用し、ビンテージ・ベンチャーの事業モデルや技術と、自治体の抱える課題とのマッチング事例を

生み出し、発信することで水平展開を進めていく。そして、産学官が各々の特性を活かしながら連携しつつ、ビン

テージ・ソサエティを実現する製品／サービスを生み出し、これらが同時多発的に全国各地、そして国際的に広が

りながら、産業創出・振興を加速していく展開が求められる。 
企業や組織においては、「地域」において高齢者が活躍する機会の創出、アクセスビリティ改善につながる製品

／サービスに係る取組、「ビンテージ・ベンチャー」の活性化等を進めることで、事業領域の拡大や収益の増加で

競争力強化につながること、ひいては日本全体の競争力強化につながることが期待される。 
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【参考】 
「プロフェッショナル人材戦略拠点」 ： http://www.pro-jinzai.go.jp/ 
「IoT 推進ラボ」 ： http://iotlab.jp/jp/index.html 
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（参考） ビジョン： ビンテージ・ソサエティのまち 

ある「まち」では、様々なことが年齢不問で、高齢者は「働く」「学ぶ」「遊ぶ」「休む」のいずれも充実させて人生

を楽しんでいる存在であり、「歳相応」「年甲斐もない」という言葉は使われることがない。 
組織に過度に依存せず、プロフェッショナルとして幅広く活躍できる人材が活発に育成されるとともに、能力や

時間を「因数分解」して「モザイク就労」を実現するプラットフォームが確立し、企業も多様な就労形態を受け容

れ活用している。 
余剰人員を抱える組織から人材を求める組織へ、それら自由な就労形態で、多くの人材が流通している。 
また、「身の丈起業」をはじめとする「ビンテージ・ベンチャー」が気軽にできる風土の中、人々は責任の大きい仕

事から気軽な仕事まで、自分の事情に合わせて自由に選択している。 
身体能力の衰えに対しては、IoT／技術が十分にサポートをし、能力を発揮するのに不自由のない環境が用

意されており、高齢者が場所と情報と就労にアクセスするサポート産業が新たな産業として始動し活気を生み出

している。 
この「まち」では、高齢者は社会の負担ではなく、社会の力になっている。 
 
このような状態を現実のものにすることが、日本の競争力向上と地方創生への推進力になっていく。「ビンテー

ジ・ソサエティ」は世界に先駆けた、超高齢社会の「JAPAN MODEL」である。この実現のためには、民間のイニシ

アチブとコミットメントを引き出し、情報を仲介・発信し、環境を整える施策を本格化させていく必要がある。 
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【研究会委員】（50 音順、敬称略） 

秋山 弘子 東京大学高齢社会総合研究機構特任教授 ※座長 

赤池 学 株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所所長／科学技術ジャーナリスト 

大内 尉義 国家公務員共済組合連合会虎の門病院院長 

久保 律子 NPO 法人シニア SOHO 普及サロン三鷹代表 

野田 稔 明治大学大学院グローバルビジネス研究科教授 
株式会社リクルートワークス研究所特任研究顧問、社会人材学舎塾長 

廣瀬 通孝 東京大学大学院教授 

古田 秘馬 株式会社 UMARI 代表取締役 

村田 裕之 村田アソシエイツ株式会社代表／東北大学特任教授 
エイジング社会研究センター代表理事 

 
【開催実績】 

第１回 10 月 28 日（水）16:30～ 「研究会趣旨とゴールの共有」 

第２回 11 月 12 日（木）13:00～ 「超高齢社会の姿、それを支える IoT の可能性」 
事例プレゼンテーション 日本電気株式会社 

日本ユニシス株式会社 
富士通株式会社 
ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社 

第３回 12 月 22 日（火）15:00～ 「超高齢社会を支える技術・製品・サービスとは」 
事例プレゼンテーション クラブツーリズム株式会社 

パナソニック株式会社 
株式会社バンダイナムコホールディングス 

第４回 16 年１月 21 日（木）15:00～ 「高齢者の社会参画の在り方」 
事例プレゼンテーション 株式会社サーキュレーション 

東京急行電鉄株式会社 

最終回 ３月９日（水）14:00～ 「提言とアクションプランの取りまとめ」 
 
【事務局】 

経済産業省 商務情報政策局 サービス政策課、医療・福祉機器産業室 
株式会社 電通 

 

【オブザーバー】 

経済産業省 大臣官房政策審議室、ヘルスケア産業課 
厚生労働省 社会保障担当参事官室 
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【ビンテージ・ソサエティ実現に関係する他省庁の施策】 
 

働
く 

働
く
場
づ
く
り 

企業における高齢者の雇用の促進：高齢者の職域の拡大、作業環境の改善、健康管理制度の導

入等を行う事業者への支援や、高齢者を継続雇用する事業者への支援を通じて高齢者雇用を促

進。【厚生労働省】 

高齢者の再就職の促進：ハローワークに「生涯現役支援窓口（仮称）」を設置し、高齢求職者のため

の個別求人開拓に取り組むとともに、技能講習等再就職支援を行う。【厚生労働省】 

地域における多様な雇用・就業機会の掘り起こし・確保を行う「生涯現役促進地域連携事業（仮

称）」の創設、シルバー人材センターの機能強化による多様な就業機会の提供。【厚生労働省】 

多様な働き方の推進：「多様な正社員」の普及、中小企業等へのテレワークの普及促進等により、就

労の選択肢を増加。【厚生労働省】 

人
材
バ
ン
ク 

高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業（仮称）：高年齢退職予定者のキャリア情報を登録し、能

力の活用を希望する事業者に紹介、高齢者の就業を促進。【厚生労働省】 

地域中小企業人材バンク：地域内外の若者・女性・シニア等の多様な人材から地域の中小企業が

必要とする人材を発掘し、紹介・定着までを一貫支援。【中小企業庁】 

起
業
の
支
援 

起業等による高年齢者等の雇用を創出する企業に対する助成措置：高年齢者ベンチャー等により高

年齢者の雇用創出を行う企業を支援し、多様な就労機会を確保。【厚生労働省】 

新創業融資制度：創業希望者等に対し、事業計画審査を通じて無担保、無保証で融資。【中小企

業庁】 

女性、若者／シニア起業家支援資金：５５歳以上の高齢者等を対象とした創業資金の金利優遇融

資。【中小企業庁】 

起業支援ファンド：ベンチャー企業が新事業に取り組む際の資金調達や経営支援。【中小企業庁】 

学
ぶ 

生涯学習支援事業等：地域の大学教授による講座、ＰＣ教室、キャリア養成講座等を通じた高齢者の学

びの機会の提供。【各自治体】 

社会通信教育振興：時間的・地理的な制約を受けずにユーザーが自発的意思で利用できる学習システ

ムを振興することにより、生涯学習を促進。【文部科学省】 
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