
柏市における長寿社会のまちづくり 
～高齢者の生きがい就労～ 

柏市保健福祉部福祉政策室 

柏市経済産業部農政課 
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年齢別人口構成は平成24年度千葉県年齢別・町丁字別人口（平成24年4月1日現在） 
※登録人口（住民基本台帳人口＋外国人登録者数） 

  現在の年齢別人口構成  ７５歳以上人口推移 

 
・2010年：３万人 
 
 
・2030年：７万人（2.17倍） 

※全国の伸び（1.61倍） 
   千葉県の伸び（2.02倍） 

   柏市が直面する高齢化の状況 
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・ ２００９（平成２１）年６月 柏市，東京大学，ＵＲ都市機構の三者での研究会発足 

  以降研究会を重ね、市民向けシンポジウムを３回開催（７月、９月、２月） 

・ ２０１０（平成２２）年５月 三者協定を結ぶ 

・ ２０１０（平成２２）年１１月 まちづくり会議を開催して地域に説明 

・ ２０１１（平成２３）年２月以降 町会・自治会を４ブロックに分けて説明 

「高齢社会の安心で豊かな暮し方・まちのあり方」を 
柏市，東京大学，ＵＲ都市機構の三者で議論し，実践していこう！ 

柏市 

東京大学高齢社会総合研究機構 

都市再生機構 

協定式の様子（2010年5月） 

超高齢化に対応したまちづくりの具体化 

システム・技術の研究・開発と世界への発信 

今後の団地のあり方の検証 

   柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会を発足 
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いつまでも在宅で安心して生活できるまち 
～在宅医療の普及～ 

いつまでも元気で活躍できるまち 
～高齢者の生きがい就労の創成～ 

   研究会が目指したまちの姿 
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団塊の世代の大量退職（地域で活躍場所があるか） 
６５歳以降の自立生活期間は長い（男性１８年，女性２３年） 

生 計 

生きがい 
６５歳 

慣れ親しんだ生活スタイル
（働く） 

地域貢献・無理ない範囲・人
との関わり（生きがい） 

生きがい就労 

背景 

現状 

経営者・自営業者・定年なし企業 

起業 

シルバー人材センター等 

地域貢献活動（町会，ボランティア，ＮＰＯ等） 

サークル活動，サロン，老人会 

提案 

敷居が高く，利
用は一部の高
齢者 

既存の働き方で
は，リタイヤ層
のニーズに応え
きれない 

リタイヤ層のニーズを満たす居場所・活躍宛名場所は何か？ 

   生きがい就労の必要性 
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就労希望高齢者を募る 

各事業者で就労 就労高齢者同士の交流 

就労セミナー開催 
平成２３年１１月～２５年３月：計７回延べ５５７名参加 
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   生きがい就労のオペレーションプロセス概要 



 特別養護老人ホーム 柏こひつじ園ほか 
  ※他地域（同業他社）に展開中   ８１名 

①休耕地を利用した 

  都市型農業 
②団地敷地内を利用した 

  植物栽培ユニット 

⑦元気高齢者から虚弱高齢者への 

  生活支援 

③建替後リニューアル団地における 

  屋上農園 
④地域コミュニティ構築の土台となる 

  コミュニティ食堂 
⑤放課後の子どもの居場所を確保する 

  学童保育 

建替後のＵＲ団地内に設置を検討 

農 

農 

農 

食 

保育 

支援 

事
業
統
括
組
織 

⑧高齢者就労による介護補助で 

  福祉サービス 福祉 

民間事業者誘致を検討（公募予定） 

保育 

⑥高齢者就労による保育補助で 

  保育・子育て支援 

  柏農えん有限責任事業組合（ＬＬＰ柏農えん） 
                         ３８名 

 
   杉浦環境プロジェクト㈱       ２２名 
 

 

 東京海上日動ベターライフサービス㈱ 
                        １４名 
 

 

  学校法人くるみ学園ほか       ２２名 
  ※他地域（同業他社）に展開中 
 

東京大学（IOG）の研究事業として試行稼動 ３名 
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   ５分野８事業を開拓 
※H25.7月末時点 

（現在の生きがい就労者数：１８０名） 



⇒ 耕作放棄地を活用し，事業規模拡大を拡大するは，土地の確保や人の確保など，様々  

な困りごとあり 

 ◆７名（現在８名）の農業者が集まって出資し，上記の課題を解決する組合組織として，    

平成２３年１２月，柏農えん有限責任事業組合（LLP柏農えん） を設立 

農業者でグループを形成 

 

◆ 柏は全国有数の野菜産地で，多様な農産物を生産 
◆ 一方，担い手不足，耕作放棄地の増加など，厳しい状況                      

※農業者の６０％以上が６５歳以上，４０歳以下は１０．５％（平成２２年度） 

現状と課題 

●高齢者の「生きがい」を創出                       

高齢者の健康づくり，仲間づくり 

●農業者の困りごとを解決                     

「人が足りない」，「規模を拡大したい」「農業だけに集中したい」 

コンセプト
は・・・ 

20131015  柏市 ７ 

   休耕地を利用した都市型農業について 



   ＬＬＰ柏農えんのネットワークイメージ 

東京大学 
高齢社会 

総合研究機構 

柏市経済産業部 
農政課 

市内飲食店 

千葉県東葛飾 
農業事務所 

民間企業 

柏農えん 
有限責任 
事業組合 

柏市保険福祉部 
福祉政策室 
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対外信用力の向上による販路拡大 



   高齢者就労の場 

各組合員の家 (8戸)  

２ 

１ 
 出荷調製，農産物の配送等，農家のサポート 

 耕作放棄地の活用，農産加工も取り入れ販路拡大 

 ＬＬＰ柏農えんで行う事業  

配送 

出荷調製 

播種 

定植 

収穫 

除草 

農産加工 各組合員での仕事 

柏農えんでの仕事 
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   これまでの経緯 ー 平成２２年度 ー 

 組織・事業コンセプトの検討 
 
◆ 農業経営規模の拡大を目指している若手農業者と協議 
 
 
 
◆ 会議を7回，先進地への視察を1回実施 

  ５０人以上に声をかけ，最後まで残った人数は１０人以下 

   視察先はナガホリ農園 (埼玉県上尾市) 
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   これまでの経緯 － 平成２３年度 ー 

◆ 協議の継続と組織のコンセプト，事業内容等の詰め 
 
 
◆ 平成23年12月13日に設立登記 

   利益を出し，事業を継続・発展していくため，会議を16回実施 

   当初は組合員7名でスタート 

運営組織の立上げ 

◆ 事業用農地の確保 
 
 
◆ 販路の確保 

   高齢者が通勤可能な立地の，再生が比較的容易な耕作放棄地 

   売り先を見つけるため，商工業者へ営業活動を行う 
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◆ 各組合員における高齢者の体験農場の実施 

  農業体験を通じた知識・技術の普及 



 

◆ 共同圃場でオリジナルベビーリーフの試験栽培 

  平成２４年８月～平成２５年２月まで実施， ４５ａの畑を使用 

  平成23年度12月～平成24年度11月まで実施，次年度も継続 

◆ 市場調査，販路の開拓 

  21社に対し，計47回の商談を行い，そのうちの２社と販売契約 

   これまでの経緯 ー 平成２４年度 

事業のスタート 

  農機具の購入，高齢者の休憩所及び農業用倉庫の整備 

◆ 生産体制の整備 
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農家８戸で約３５名雇用，柏農えんで約１０名雇用 

◆ 耕作放棄地におけるキャベツとハクサイの栽培 

◆ 各組合員における高齢者雇用 

  事業を拡大して，高齢者を雇用 



耕作放棄地におけるハクサイ・キャベツの生産 

  これまでの経緯 ー 参考 ー  

6月 

7月 
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8月 

11月 



◆ 就労者と農業者の認識のズレがあること 
 
 
 

◆ 想像していた仕事とのギャップに苦しむ就労者が多数いた 

  就労者 ： レジャー・いきがい ， 農業者 ： 規模の拡大，経営力向上 

  トイレがない，暑い，寒い，日陰がない，単純作業ばかり ・・・ などなど 

◆ 人材育成のシステムが不可欠であること 

  量の確保から質の確保へ 

   これまでの経緯 ー 平成２４年度 

高齢者の就労で見えた課題 

  農業者だけで効率的な労務管理，連絡調整等を行うことは困難 

◆ 労務管理，連絡調整を専属で行うコーディネーターの必要性 

◆ 農業は採算性が低いため，最低賃金すら支払うことは難しい 

  ある程度以上の能力を持つ就労者でないと，最低賃金ですら支払うことが難しい 

20131015  柏市 １４ 


