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シニアの現状

こんにちは!!
彩の国シニア応援大使の三遊亭鬼丸です。

シニアと言っても、ひと昔前のシ
ニアとは全くイメージが違いま
す。現在は、スポーツクラブでも
60歳以上の会員が最も多いそう
です。さらに今のシニアは10～
20年前に比べて5～10歳は若
返っているという話もあります。
少子高齢化が進む中で、様々な
分野でのシニアの活躍
が期待されています。

シニアのパワーを社会の活力へ

　埼玉県では、働き手といわれる15歳から64歳までの人口が、今後
10年間で約20万人も減少すると見込まれています。一方で、気力、体
力がともに充実した元気なシニアはますます増えていきます。
　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経験を仕事や地域で生かしていくことは、

社会の持続的な発展のために欠かすことができません。
　そこで、埼玉県ではシニアの皆様が自らの希望や意欲に合わせて就労や地域活動など
様 な々分野で生き生きと活躍できる社会を目指して「シニア革命」に取り組んでいます。
　健康寿命を延ばし、シニアの活躍をこれまで以上に進めることで、シニアのパワーを社会の
活力につなげる取組を埼玉から展開していきます。

なぜ今、シニアの
活躍なんですか？

仕事や地域活動などで多くのシニアが活躍して
います。仕事では7割のシニアが「少なくとも65歳
くらいまで働きたい」というデータもあるなど、働く
意欲のあるシニアがたくさんいます。

県内企業では、これまでの知識や経験など
を生かして、シニアの方が第一線で活躍さ
れています。また、市町村のシルバー人材セ
ンターで地域に密着した仕事をしている方
もいます。

何かやってみたいとは思うけれど、
どんなことができますか？

シニアの活躍の場について

高齢者の就労希望年齢

総務省統計局「国勢調査」（2015年まで）／埼玉県推計（2020年以降）
（2015年は年齢不詳人口を各年齢区分に按分した）

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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現在、県内のNPO法人は2,000法人以上
で、シニアの方も多く活躍されています。
また、ボランティアでも、埼玉県の自主防犯
活動団体の数は約6,000団体と日本一で、
シニアの方の参加が地域の犯罪抑止に貢
献しています。

仕事以外のNPOやボランティアなどではどうですか？

国の調査では活動に参加したシニアの
方の多くが「新しい友人を得ることができ
た」、「地域に安心して生活するためのつ
ながりができた」と答えています。

活動に参加をしてよかったことは何でしょうか？

埼玉県では、こうした
シニアの方をどのように
応援していますか?

例えば、「健康長寿」の分野では、健康長寿埼玉プロジェクトを
展開し、モデル事業として「毎日１万歩運動」等に取り組んでいま
す。また、市町村によっては県の「コバトン健康マイレージ」事業
に参加し、楽しみながらウォーキングなどの健康づくりをする取
組を実施しています。

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会」では、埼玉県内の４会場でバスケットボール、
サッカー、ゴルフ、射撃が行われます。競技会場ま
での道案内や観光案内などを行うボランティア
でもシニアの活躍が期待されています。

埼玉県の取組について

活動をしていてよかったこと
新しい友人を

得ることができた

56.8%

地域に安心して生活する
ためのつながりができた

50.6%

社会に貢献していることで
充実感が得られている

38.2%

健康維持や身だしなみに
より留意するようになった

32.8%

参考

仕事

企業

シルバー人材
センター

地域
活動

市民活動・ボランティア団体
（NPOなど）
個人のボランティア

地域の団体
（自治会、町内会など）

シニアのみなさんこんにちは！
彩の国シニア応援大使の三遊亭鬼丸です！！

●仕事や地域活動、ボランティアなどで活躍するシニアを取材
●シニアの活躍をSNSなどで情報発信

活動内容

平成9年、三代目三遊亭圓歌さんに
入門し、平成22年に真打に昇進。現
在は、ラジオ番組のパーソナリティー
を務めるなど、幅広く活躍されていま
す。（さいたま市在住）

仕事
働くシニア

応援プロジェクト

健康長寿
健康長寿埼玉
プロジェクト

地域デビュー

内閣府「高齢者の経済・生活環境に関する調査」（平成28年）

さんゆうてい　　  おにまる

埼玉県では、主に「仕事」
「地域デビュー」「健康長
寿」の3つの分野でシニア
を応援しています。

参加への興味が湧いてきました!
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大村製作所（東松山市）は自動車などの部品加工メーカー。
東松山市に2工場、新潟県に１工場。従業員数は192人。

昭和44年４月大村製作所に入社
平成26年３月同社を定年退職

定年後も会社の役に立ちたい

嶋田  勝 さん (63) 

　入社以来、一貫してものづくりをしています。今は工程
設計のほか、人材育成も担当しています。仕様や形式な
どの技術の標準化も進め、品質向上等も図っています。
私の技能、ノウハウ、経験を一人でも多くの社員に伝え
たいと思っています。

　仕事は定年前と同じですので、変化はありません。ただ、好きな仕事をし
ていることもあり、毎日が楽しく、充実しています。仕事を続けていることで
健康面にもプラスになっていると思っています。家族も応援してくれます。

定年を迎えたあとも働こうと思ったきっかけを教えてください！

どのような仕事をしていますか?

シニアへのエールをお願いします！

定年までの生活と比べ変化はありましたか？

（株）大村製作所　技術部部長

しごと

沢田本店（熊谷市）は和洋菓子を製造販売。
県内と群馬県に合わせて６店舗を展開。

昭和63年４月沢田本店に入社
平成27年11月大福茶屋さわたの店長に就任

お店が好きなんです

須永  秀子 さん (70) 

　これまでいろいろなことを経験させてもらった沢田
本店が好きで、継続雇用でひきつづき働くことにしま
した。

　大福茶屋さわたの店長として、お店の運営は
もちろんのこと、接客や販売なども行います。ラン
チとして地場産の麦とろご飯も出していますの
で、仕込みや料理などにもかかわっています。

　毎日、わくわくして生活に張りがあります。いろいろな方とお会いし、
お話できることも楽しく、健康にもよいです。この仕事が好きなんだな
と実感もしています。

　ぜひ、踏み出してほしいです。何よりも自分
自身が生き生きと暮らせるようになると思い
ます。人間的にも成長します。何歳になっても
成長はできると思っています。

働き続けたいと思ったきっかけを教えてください！

どのような仕事をしていますか?

シニアへのエールをお願いします！

働くことに対してどのように感じていますか？

（株）沢田本店 大福茶屋さわた店長

しごと

　私自身、定年後もここ（大村製作所）で働きたいと思っていました。まだ
まだできるという自信もあったので会社の再雇用制度を活用しました。
　40年以上もお世話になっていましたので、何とかお役にたてればという
思いもありました。

　みなさんがそれぞれ培った経験やノウハウを大い
に生かしてください。活躍できる場はたくさんあります。
　さまざまな人とかかわることで、毎日楽しい時間を
持つことができると思います。06 07



シルバー
人材センター

NPO法人天覧山・多峯主山の自然を守る会（飯能市）は
天覧山・多峯主山一帯の自然の保全、活用に取り組んでいる。
会員数は１１７人。

昭和43年建築設計事務所へ入所
昭和54年浅野建築設計事務所（現：浅野設計室）開所

毎日が充実しています

浅野  正敏 さん (67) 

　30年前になりますが、建築士仲間と地元飯能市の
まちづくりを建築という視点から考える活動をしてい
ました。天覧山周辺の再開発が出てからは、まちづく
りに自然や環境の保全という視点が加わりました。

　今も一級建築士事務所を経営しているので、いわゆる定年はありま
せんがこの活動をしていることで毎日が充実しています。中心市街地の
活性化やエコツーリズムなど活動の幅も広がりました。

　社会と接点を持つこと、かかわることは非常に
重要です。自分自身を豊かにしてくれます。私自身、
実感しています。
　ぜひ、挑戦してください。次の一歩を踏み出してほしいと思います。

活動を始めたきっかけを教えてください！

どのような活動をしていますか?

シニアへのエールをお願いします！

自然の保全活動を続けていくなかで生活に変化はありますか？

NPO法人天覧山・多峯主山の自然を守る会　代表理事
光第二保育園（新座市）は定員100人。入園年齢は
生後2か月から5歳。一時保育も実施。

昭和47年9月大手化粧品メーカーに入社
平成23年9月同社を定年退職
平成27年6月光第二保育園に勤務

自分自身の時間も持てる

牧  喜代美 さん (64) 

　登録していた新座市シルバー人材センターから
お話をいただき、今のお仕事を始めました。学校を
卒業後、会社勤めをしていましたが、定年後も何ら
かの形で働きたいと思っていました。

　保育の補助をしています。現在は0歳児を
主に担当しています。オムツを替えたり、一緒
に遊んだりしています。

　いまの仕事にやりがいを感じています。子どもたちと接していること
で、自然と笑顔にもなれます。毎日が充実しています。会社勤めの頃はフ
ルタイムでしたが、いまは1日おきで短時間勤務ですので、自分自身の
時間も持てています。

　「がんばれ」と言いたいです。シニア世代
は、もっともっと外に出るべきです。社会と
かかわること、社会に出るということは誰か
に頼られることだと思います。誰かに頼られ
ると、生活にも張りが出ます。

定年を迎えたあとも働こうと思ったきっかけを教えてください！

どのような仕事をしていますか?

シニアへのエールをお願いします！

定年までの生活と比べ変化はありましたか？

（社福）千曲会光第二保育園　勤務

NPO

　事業者と行政、市民がともに協力して天覧山、多峯主山一帯の自然の保全と
活用に取り組んでいます。ナショナル・トラスト運動※により平成21年9月に取得
した約600平方㍍の土地と平成29年2月に取得した隣地の約800平方㍍が活
動拠点となっています。

とう の す や ま

※自然環境や歴史環境を保護するために市民等がその土地を買い取ることにより保存していく運動

光第二保育園の様子08 09



小学生から一般、女性、シニアまで門下生約１５０人の
剣道道場（北本市）で指導

昭和33年４月埼玉県警察に奉職
平成12年３月定年退職

北本の剣道指導者

青葉  元由紀 さん (77) 

　県警で奉職させていただいた恩返しを、退職後は
地域でしたかった。何も見返りは期待していなかった
けど、教えている皆さんが喜び成長する姿を見ている
と、自分自身の心身に力が湧いてくるのです。

　毎週水曜日の午前はママさんとシニアの剣士を
指導。木曜日は木刀教室でシニアの指導をしてい
ます。そのほか寒稽古や強化稽古など、小学生から高段者まで誰とでも稽古
をします。

　県警で勤務していた当時は剣道が仕事の一部でした。仕事は時に厳しく
苦しい。退職後は身も心も解放され楽しくできます。ただそれも現役時に厳し
く鍛えられたおかげ。今でも毎日平均1万歩のウォーキングなどで体力を維
持しています。

　継続は力なり。小さなことでもよいから続けるこ
とが大切。それと60歳から70歳までの10年間が
大切。この10年を充実した人生にしてください。
体も心も。これが70歳以降の肥やしになります。

埼玉県警察を退職後も現在まで剣道指導を続けてこられた原動力は何ですか？

指導の内容を教えてください！

シニアへのエールをお願いします！

定年までの生活と比べ変化はありましたか？

剣道教士七段

ボランティア

さいたま市北区日進町の約3,100世帯が加入。
地域の安全、防犯のほか、スポーツ、文化事業を
展開。

平成21年5月日進町二丁目自治会 理事に就任

子どもたちを守ります

野田  八重子 さん (71) 

　平成21年5月に自治会の理事となりました。それ
までも自治会の事業には参加していましたが、役員
となったことでもう一歩踏み込んだ形でかかわって
います。女性防犯部では責任者を務めています。

　女性パトロール隊を編成し、地域の3つの小学校の通学路を毎月2
回パトロールしています。公園や周辺の見回りもしています。習字や将
棋教室など、社会文化活動も実施しています。

　「気を付けてね」と声を掛けているのですが、子どもたちからも話し
かけてくれるので私自身楽しく活動しています。まちの子どもたちを守っ
ているとの思いもありますので、やりがいも感じています。健康にもよい
です。

　何歳になっても地域や社会とかかわりを
持つことは大切なことだと思います。一歩
前に出てください。きっと充実した日を送れ
ると思います。私自身、充実しています。

活動を始めたきっかけを教えてください！

どのような活動をしていますか?

シニアへのエールをお願いします！

防犯などの活動をしていることで生活に変化はありましたか？

日進町二丁目自治会 理事（女性防犯部部長）

地域の団体
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　健康寿命とは、健康上問題なく日常生活を送れる期間のことをいいま
す。つまり、単なる生存ではなく、生活の質を考慮し、「あと何年、自立して健
康に生きられるか」を示した期間です。埼玉県では、65歳に達した人が介
護保険制度の「要介護2」以上になるまでの年数を算定しています。

健 康 情 報

　骨、関節、筋肉などの運動器が弱り、立つ、歩くといった機能が低下した
状態のことをロコモティブシンドローム（＝運動器症候群）と言います。加齢
による筋力の低下や、関節・骨などの病気によるもの、肥満によって腰や膝
に負担がかかることなど、原因は様々です。日常生活を元気に送るため、日
ごろから足腰を動かすことを心がけましょう。手軽にできる運動として「ロコ
トレ」を紹介します。

ロコモティブシンドロームをご存じですか？2

　健康な身体であり続けるには、生活習慣を見直すことが必要です。全国健
康保険協会では、生活習慣を改善する１０ヵ条を紹介していますので、参考に
してください。

生活習慣改善10ヵ条3

一般社団法人埼玉県医師会／医療法人大宮シティクリニック

ロコトレはたった2つの運動です。
毎日続けましょう！

バランス能力をつけるロコトレ「片脚立ち」

※左右１分間ずつ、
　１日３回行いましょう。

転倒しないように、必ずつかまる
ものがある場所で行いましょう。

床につかない程度に、
片脚を上げます。

●姿勢をまっすぐにして
　行うようにしましょう。

●支えが必要な人は、
　十分注意して、机に
　両手や片手をついて行います。

指をついただけで
もできる人は、机
に指先をついて行
います。

下肢筋力をつけるロコトレ「スクワット」

11 2

ポイント

膝がつま先より前に出ないように、また膝が
足の人差し指の方向に向くように注意して、
お尻を後ろに引くように身体をしずめます。

スクワットができないときは、イ
スに腰かけ、机に手をついて立ち
座りの動作を繰り返します。

●動作中は息を止めないようにします。
●膝に負担がかかり過ぎないように、膝は90度以上曲げないようにします。
●太ももの前や後ろの筋肉にしっかり力が入っているか、意識しながらゆっくり行いましょう。
●支えが必要な人は、十分注意して、机に手をついて行います。

つま先は
30度ずつ開く30度ずつ開く

膝が出ない
ように注意

机に手をつかずに
できる場合は手を
机にかざして
行います。

肩幅より少し広めに足を広
げて立ちます。つま先は
30度くらいずつ開きます。

※深呼吸をするペースで、
　５～６回繰り返します。
　１日３回行いましょう。

健康寿命を延ばしましょう1

協力

その1 ●適度な運動を毎日続けよう運動
その2 ●今すぐ、禁煙を！たばこ
その3 ●塩分は控えめに食事（塩分）

その4
●油っぽい食事は避ける
食事（脂質）

その5
●主菜は”肉より魚”を心がける
食事（肉類よりも魚のすすめ）

その6 ●野菜をたっぷりとる食事（野菜）

その7 ●お酒はほどほどに飲酒
その8 ●毎食後歯を磨こう歯の健康
その9

●自分に合った方法でストレス解消
ストレス

その10
●規則正しい睡眠で十分な休養を

出典：全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ

睡眠
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出典：公益社団法人日本整形外科学会「ロコモパンフレット2015年度版」



県内8市（さいたま、所沢、草加、川越、加須、春日部、深谷、秩父）で就職相談
やセミナーを実施しています。

お 役 立 ち 情 報

と思ったときに…

埼玉県セカンドキャリアセンター1.

お問い合わせ・予約電話番号 ※会場により問合せ先が異なりますのでご注意ください

さいたま市の会場
(ハローワーク浦和・就業支援サテライトシニアコーナー内)

所沢・草加・川越・加須・春日部・深谷・秩父の
7市の会場

電話：048-826-5611
受付時間／月～金10:00～19:00
　　　　　土　　10:00～17:00

※日・祝日を除く

ハローワーク浦和・就業支援サテライト 検 索

電話：048-780-2034
受付時間／月～金9:00～17:00

※土・日・祝日を除く

セカンドキャリアセンター 検 索

地域で働きながらこれまでの豊富な「経験」「知識」「技能」を活かしませんか？
シルバー人材センターでは、ライフスタイルに合わせ、仕事を提供しています。

シルバー人材センター2.

会員登録等のお問い合わせ　※登録には所定の会費が必要です

または

電話：048-728-7841まで　FAX：048-728-2130

埼玉シルバー 検 索

◆派遣による主なお仕事(例)

就職したいすべての方へ 参加無料・予約制

事務業務

●一般事務
●経理事務
●受付業務など

保育・介護分野

●保育補助
●介護補助など

工場内における業務

●製造業における
　検品・仕分け・
　梱包など

折衝・外交分野

●スーパー・ホームセンター
　での品出し・接客
●営業など

　NPOやボランティア団体などの市民活動を行っている団体や、これから地域
で活動を始めたいと思っている市民を応援するため、市民活動情報の収集・
発信を行ったり、活動の場・交流の場を提供しています。

彩の国市民活動サポートセンター3.

お問い合わせ 電話：048-728-7146　FAX：048-729-5091
e-mail：info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

● さいたま市
さいたま市市民活動サポートセンター
☎048-813-6400

● 南西部地域
朝霞市市民活動支援ステーション・
シニア活動センター　
☎048-463-1417
和光市市民協働推進センター
☎048-424-9120
ふじみ野市立市民活動支援センター
☎049-261-0681

● 県央地域
鴻巣市市民活動センター
☎048-577-3512
上尾市市民活動支援センター
☎048-778-1810
桶川市市民活動サポートセンター
☎048-786-2400

● 西部地域
所沢市市民活動支援センター
☎04-2968-8391
入間市市民活動センター「イルミン」
☎04-2964-2511

● 北部地域
熊谷市市民活動支援センター
☎048-522-1592
本庄市市民活動交流センター(はにぽんプラザ)
☎0495-22-0828
深谷市市民活動サポートセンター
☎048-573-6563

● 南部地域
かわぐち市民パートナーステーション
☎048-227-7633
わらびネットワークステーション
☎048-445-7256
戸田市ボランティア・市民活動支援
センターTOMATO
☎048-441-4444

● 川越比企地域
鶴ヶ島市市民活動推進センター
☎049-272-5600

● 利根地域
行田市市民活動サポートセンター
☎048-598-8616
加須市市民活動ステーション「くらくら館」
☎0480-31-7311
宮代町立コミュニティセンター進修館
☎0480-33-3846

● 東部地域
春日部市市民活動センター
「ぽぽら春日部」
☎048-731-3550
草加市立市民活動センター
☎048-920-3580
越谷市市民活動支援センター
☎048-969-2750
やしお生涯楽習館
☎048-994-1000
吉川市市民活動サポートセンター
☎048-984-1888

県内の市町にも設置されています。市民活動サポートセンター

働きたい!

就職したい！ 地域活動
したい！

最寄りのシルバー人材センター

公益財団法人いきいき埼玉（埼玉県シルバー人材センター連合）
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●本ハンドブックの記事、写真、イラスト等について事前の承諾なく使用すること
はご遠慮ください。

●記事情報は平成29年6月現在のものです。

発行・お問い合わせ先

埼玉県産業労働部 シニア活躍推進課
〒330-9301　さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話：048-830-4540　FAX：048-830-4854
e-mail：a4540-01@pref.saitama.lg.jp

埼玉県彩の国

応援

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

シニア活躍応援
ハンドブック
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