
第１回静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム 
 

 

日時：令和３年 10月 20日（水）    

午前 10時 00分～11時 00分   

場所：静岡市役所静岡庁舎８階市長公室 

 

 

１ 開 会  
２ 静岡市長 挨拶  
３ 出席者自己紹介（団体等の活動の紹介を含む。）  
４ 議事  
（１）プラットフォームの承認について  
（２）基本構想等の承認について 
ア これまでの取組及び基本構想の概要について 
（ア）静岡市支援の状況（全国の動向を含む。）について 
（イ）今後の取組の方向性等について                                   
イ 広報について       
支援周知のためのロゴ等の使用について  

５ 意見交換  
６ 閉会 
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資料１－１ 参加者名簿 

構成機関・団体名 所属等 職名 氏名 

静岡商工会議所 地域人事部 
地域人事グループ長兼 

雇用対策課長 
村上 孝明 

静岡市中小企業・小規模企業応援会議 

（静岡県中小企業家同友会） 
 座長 青山 達弘 

静岡労働局 職業安定部 訓練室 室長 小谷野 守弘 

静岡公共職業安定所   所長 尾形 正博 

清水公共職業安定所   所長 柴山 明範 

静岡県 経済産業部就業支援局 労働雇用政策課 課長 露木 満 

静岡キャリア形成サポートセンター   制度普及推進員 明神 正行 

しずおかジョブステーション   センター長 稲葉 恵子 

静岡地域若者サポートステーション   共同代表理事 松原 弘泰 

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会   地域福祉推進課長  ※ 北島 啓詞 

静岡市発達障害者支援センター 

「きらり」 
  支援員       ※ 福田 善通 

静岡市ひきこもり地域支援センター

「DanDanしずおか」 
  センター長 小滝 博夫 

静岡市 経済局 商工部 局次長兼部長 大村 博 

静岡市 経済局商工部 商業労政課 雇用労働政策担当課長 降矢 雄貴 

静岡市 企画局 企画課 課長 鈴木 豪 

静岡市 市民局 市民自治推進課 課長 萩原 健 

静岡市 市民局 生涯学習推進課 課長 宮城島 清也 

静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部 福祉総務課 部理事兼課長 山本 哲生 

静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部 障害福祉企画課 参与兼課長 戸塚 直子 

静岡市 子ども未来局 青少年育成課 課長 阿部 薫夫 

静岡市 子ども未来局 青少年育成課 子ども若者相談担当課長 髙山 ひさ乃 

事務局 
 

職名 氏名 
静岡市 経済局商工部商業労政課 主査 杉村 明子 

主査 影山 雅俊 

主任主事 大林 美月 

オブザーバー 
 

職名 氏名 
一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク 

 

顧問 加藤 康之 

代表理事 町野 弘明 

フェロー 服部 直子 

※代理出席 
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資料１－２ 座席表 

 

 静岡市長 田辺 信宏  

静岡市経済局商工部 
局次長兼部長  
大村 博 

 

静岡商工会議所 地域人事部 
地域人事グループ長兼雇用対
策課長 村上 孝明 

静岡市経済局商工部商業労政課 
雇用労働政策担当課長  

降矢 雄貴 

静岡市中小企業・小規模企業応援会議 
（静岡県中小企業家同友会） 

座長 青山 達弘 

静岡市企画局企画課 

課長 鈴木 豪 

静岡労働局静岡労働局職業安
定部 

訓練室長 小谷野 守弘 

静岡市市民局市民自治推進課 

課長 萩原 健 

ハローワーク静岡 

所長 尾形 正博 

静岡市市民局生涯学習推進課 

課長 宮城島 清也 

ハローワーク清水 

所長 柴山 明範 

静岡市保健福祉長寿局健康福祉
部福祉総務課部 

理事兼課長 山本 哲生 

静岡県経済産業部就業支援局
労働雇用政策課 

労働雇用政策課長 露木 満 

静岡市保健福祉長寿局健康福祉
部障害福祉企画課 

参与兼課長 戸塚 直子 

静岡キャリア形成サポートセ
ンター 

制度普及推進員 明神 正行 

静岡市子ども未来局青少年育成課 

課長 阿部 薫夫 

しずおかジョブステーション 

センター長 稲葉 恵子 

静岡市子ども未来局青少年育成課 
子ども若者相談担当課長  

髙山 ひさ乃 

静岡地域若者サポートステー
ション 

共同代表理事 松原 弘泰 

一般社団法人ソーシャルビジネ

ス・ネットワーク 

顧問 加藤 康之 

社会福祉法人静岡市社会福祉
協議会 

地域福祉推進課長 北島 啓詞 

一般社団法人ソーシャルビジネ

ス・ネットワーク 

代表理事 町野 弘明 

静岡市発達障害者支援センタ
ー「きらり」 
支援員 福田 善通 

一般社団法人ソーシャルビジネ

ス・ネットワーク 

フェロー 服部 直子 

静岡市ひきこもり地域支援セ
ンター「DanDanしずおか」 
センター長 小滝 博夫 

  



3 

 

資料２－１ 静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム構成員名簿（案）  
構成機関・団体名 所属等 職名 氏名 

静岡商工会議所 地域人事部 
地域人事グループ長兼 

雇用対策課長 
村上 孝明 

静岡市中小企業・小規模企業応援会議 

（静岡県中小企業家同友会） 
 座長 青山 達弘 

静岡労働局 職業安定部 訓練室 室長 小谷野 守弘 

静岡公共職業安定所   所長 尾形 正博 

清水公共職業安定所   所長 柴山 明範 

静岡県 経済産業部就業支援局 労働雇用政策課 課長 露木 満 

静岡キャリア形成サポートセンター   制度普及推進員 明神 正行 

しずおかジョブステーション   センター長 稲葉 恵子 

静岡地域若者サポートステーション   共同代表理事 松原 弘泰 

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会   地域福祉部長 川島 徹也 

静岡市発達障害者支援センター 

「きらり」 
  主査支援員 稲葉 俊彦 

静岡市ひきこもり地域支援センター

「DanDanしずおか」 
  センター長 小滝 博夫 

静岡市 経済局 商工部 局次長兼部長 大村 博 

静岡市 経済局商工部 商業労政課 雇用労働政策担当課長 降矢 雄貴 

静岡市 企画局 企画課 課長 鈴木 豪 

静岡市 市民局 市民自治推進課 課長 萩原 健 

静岡市 市民局 生涯学習推進課 課長 宮城島 清也 

静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部 福祉総務課 部理事兼課長 山本 哲生 

静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部 障害福祉企画課 参与兼課長 戸塚 直子 

静岡市 子ども未来局 青少年育成課 課長 阿部 薫夫 

静岡市 子ども未来局 青少年育成課 子ども若者相談担当課長 髙山 ひさ乃 
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資料２－２ 静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォームについて 
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資料２－３ 静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム開催要領 

静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム開催要領 

 

１ 趣旨 

 

「就職氷河期世代支援に関する行動計画 2019」（以下「行動計画」という。） における 

基本的考え方等を踏まえ、静岡市内の関係機関や団体を構成員として、官民が協働して就職

氷河期世代の支援に市全体で取り組む気運を醸成するとともに、活躍支援策の検討、進捗管

理等を行うため「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」（以下「静岡市ＰＦ」と

いう。）を開催することとする。 

静岡市 PF においては、就職氷河期世代に係る支援対象者の実態やニーズについての認識

を共有し、今後の支援策等について意見交換することを通じて、就職氷河期世代の活躍支援

に関する社会の関心を高めるとともに、この世代の中には配慮すべき様々な事情を抱える方

がおられること等を踏まえ、画一的ではなく、地域の創意工夫も活かし、一人一人の事情や

地域の実情に即した支援メニューを構築し、積極的に届けていくこととする。 

 

２ 構成員 

 

静岡市ＰＦ構成員名簿（別紙）のとおりとする。 

 

３ 静岡市ＰＦにおける取組事項 

 

静岡市ＰＦにおいては、次に掲げる事項について協議や意見交換を行うとともに、各構成

員の実施する支援策等との連携についても意見交換を行う。 

（１）各機関の実施する支援策等についての情報共有に関すること。 

各機関の情報共有を図り、就職氷河期世代の支援についての気運醸成及び当該施策等

の周知を効果的に進めていく。 

（２）支援対象者の実態及びニーズの把握による目的の共有に関すること。 

支援対象となる以下の３類型の者に係る実態やニーズの把握し、活躍支援策の目的 

について共有すること。 

ア 不安定な就労状態（※）にある者 

※ 正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働く者や求職者など 

イ 就業を希望しながら長期にわたり無業の状態（※）にある者 

※ 統計上、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者など 

ウ 社会参加に向けた支援を必要とする者（※） 

※ ひきこもり状態にある者、生活困窮者、社会参加を希望する長期無業者など、 

 就労支援だけでなく、福祉的な支援を必要としている者 
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（３）市が実施する就職氷河期世代支援事業の進捗管理等に関すること。 

静岡市就職氷河期世代支援に関する事業実施計画（令和 2年 8月策定）に基づき実施

している「就職氷河期世代就職促進事業（令和 2 年度～4 年度）」における支援対象者

ごとの取組に係る目標（目指す数値や状態をいう。）の設定やＫＰＩ（当該目標の進捗

を毎年度当該地域で把握するための指標をいう。）の達成状況について確認し、その後

の支援策等への反映について検討する。 

（４）しずおか就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム等との連携に関すること。 

しずおか就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム、子ども・若者支援地域協議会等

の関連機関と情報共有等連携を図り、県域を通じた一体的な活躍支援について意見交換

を行う。 

 

４ 担当者による協議や意見交換の実施 

  静岡市ＰＦは、協議や意見交換を行った事項において、より具体的な事例等に基づいて

協議や意見交換の必要があると認める場合は、静岡市 PF の各構成員に所属する担当者に

当該協議や意見交換を行わせることができるものとする。 

  なお、協議や意見交換の結果については、次回開催の静岡市 PＦ等に報告するものとす

る。 

 

５ 会議の開催 

上記３に掲げる事項の協議を行うため、年２回を目安に会議を開催することとするが、 

その他必要がある場合は、構成員の呼びかけにより、その都度、開催することができるも

のとする。 

 

６ 秘密の保持 

静岡市ＰＦの構成員及び協議の場に参加した者は、職務上知り得た秘密を漏らしては  

 ならない。 

 

附 則 

本開催要領は、令和３年 10月 20日から施行する 
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資料３－２ 基本構想の概要について（ア これまでの取組及び基本構想の概要について） 
１ 静岡市支援の状況（全国の動向を含む。）について 

（１）国の就職氷河期世代活躍支援プラン 

令和元年５月、厚生労働省においては、

「就職氷河期世代活躍支援プラン」が策定

され、６月には、「経済財政運営と改革の基

本方針 2019」（令和元年６月閣議決定）に

おいて「就職氷河期世代支援プログラム」

が示された。 

国は４か年で650億円以上の予算を確保

し、「就職氷河期世代に関する行動計画

2020」を基礎として個別の取り組みを継続

している。 
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（２）静岡労働局及び静岡県の取り組み 

静岡県においても、静岡

労働局及び関係機関で構

成する「しずおか就職氷河

期世代活躍支援プラット

フォーム」を設置し、連携

を活かした支援を行って

いる。 
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（３）静岡市の取り組み 

令和２年８月に「静岡市就職氷河期世代支援に関する事業実施計画」を策定し、また、交付金事業

を活用し３種類の対象者についての支援を実施している。基本構想及び基本計画の策定を社会起業家

ネットワーク団体である一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワークとともに静岡市における就

職氷河期世代の求職者等・支援機関・企業等の現状分析をし、静岡ビジョン案とビジョンの実現に向

けた８つの解決手法案が導き出されました。今後は、この８つの解決手法案に基づいて、支援施策の

新規実施及び拡充を目指すべく地域の多様なプレイヤーとの協力により静岡ビジョンの実現を目指し

たいと考えています。 

静岡市就職氷河期世代支援に関する事業実施計画の概要…全編は資料３－３参照 

バブル経済の崩壊の影響は、その時期に就職活動を行った世代の働き方に長期にわたって影響を与

えており、現在、35歳から 51歳となっている「就職氷河期」世代の中には、希望する就職ができず、

現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるなど様々な課題に直面している人

がいます。 

就職氷河期世代が抱える固有の課題（希望する就業とのギャップ、実社会での経験不足、加齢に伴

う様々な就業制約等）を踏まえつつ、その実効性を高めるためには、これら世代への支援に社会全体

で取り組む機運を醸成することを目的として構築される官民協働による一元的な推進体制（静岡労働

局が設置するしずおか就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム）と連携しつつ、一体となって効果

的かつ継続的な取組を推進することが必要である。 

現状と課題 

就職氷河期世代の抱える課題は、極めて個別的で多様である。そのため、就職や社会参加等の実現

に向けては、支援が必要な方が置かれている状況やニーズ等を把握したうえで、個人の状況に応じた

支援プログラムを積極的かつ集中的に実施していなかなければならない。 

① 不安定な就労状態にある方 

市内推計 2,200人 

人口比 2.4％（全国平均人口比 3.1%） 

これまで、不安定な就労状態にある方も含めた市内の求職者の方の就職支援については、公共

職業安定所が中心となり推進してきたところであるが、こうした状況に鑑み、今後、不本意非正

規雇用労働者等の正社員就職実現に向けた支援を一層充実・強化していく必要がある。 

② 長期にわたり無業の状態にある方 

市内推計 1,700人 

人口比 1.9％（全国平均人口比 2.3%） 

これまで、国・県の連携により展開されている「静岡地域若者サポートステーション」（以下「サポステ」という。）に

おいて、一定期間無業状態にある 15 歳～39 歳までの方の職業的自立に向けた支援を実施してきた。また、サポス

テを受託する団体と協働し、支援対象者本人及びその家族を対象としたセミナーや、出張相談会、臨床心理士によ

る相談事業に取り組んできた。今後は、これまでの取組により得られたノウハウを活かしつつ、就職氷河期世代全

体をカバーできるようにサポステの支援対象者の対象年齢の拡充を図ることが必要である。加えて、

潜在的な対象者も支援につなげることができるようにするため、支援者のニーズ把握やアウトリー

チを強化していく必要があり、そのためには地域の関係機関間の連携をより一層強めていくことが

必要である。 

③ 社会参加に丁寧な支援を要する方 

市内推計 2,100人（人口比 2.3％） 

本市ではひきこもり状態にある方の社会復帰を目的に、平成 27年４月にひきこもり地域支援センター（DanDanし

ずおか）を設置し、相談支援等を実施している。令和元年度は 263人の相談に応じるほか、支援の一環として、ひ

きこもり状態にある方の居場所として活用できるフリースペースの提供やご家族を対象と

した「家族教室」等の実施に取り組んでいる。また、ひきこもり支援に携わる人材の育成や、

関係機関のネットワーク構築にも取り組んでいる。一方で、ひきこもり状態にある方は自ら

相談窓口に出向くことが難しいケースが多く、加えて、ご家族も相談に消極的である傾向に

あるため、地域の民生委員等と連携して支援対象者の掘り起こしに尽力する必要がある。 
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目標（取組に係るＫＰＩ） 

令和２年度の目標として事業参加者数（２００人）などを掲げている。 

ＫＰＩ 
令和２年度 

交付金１年目 

令和３年度 

交付金２年目 

令和４年度 

交付金３年目 

事業参加者数（来訪者・受講者・

相談者ほか） 
200人 

実績：153人 
305人 1,700人 

支援人材・サポーター養成数 35人 

実績： 19人 
80人 150人 

進路決定者数・就労者数（非正規

含む） 
10人 

実績：  0人 
40人 160人 

 

実施期間 

内閣府交付金計画期間３か年（令和２年 11月 13日から令和５年３月 31日まで）は受託者（一社）

ソーシャルビジネス・ネットワークと連携して支援体制と人材育成の体制構築に取り組む。 

令和２年度 

交付金１年目 

令和３年度 

交付金２年目 

令和４年度 

交付金３年目 

ニーズ等調査 

・実態調査の実施 

事業の試行的実施 

・（既存支援機関対象）動

機づけセミナー等 

・就労に向けた技能習得

講座 

・既存支援機関を対象と

した人材育成プログラ

ム 

 

 

予算 27,018千円 

（うち一財 6,755千円）  基
本
構
想
の
策
定 

実証実験の実施 

・地域支援機関とのワーク

ショップ 

・動機づけセミナー 

・就労に向けた技能習得講

座 

・既存支援機関を対象とし

た支援人材育成講座 

 

 

 

 

予算 39,353千円 

（うち一財 9,839千円）  基
本
計
画
の
策
定 

事業の始動 

・地域の支援機関と連携

した事業実施体制や講座

の最終調整 

・動機づけセミナーの導

入 

・技能習得講座及びスキ

ルアップ支援事業の導入 

・受講者のレベルに合っ

た支援人材育成講座の導

入 

 

予算（案）35,815千円 

（うち一財 8,954千円）  静
岡
モ
デ
ル
の
確
立 
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２ 今後の取組の方向性等について 

基本構想の概要…全編は資料３－１参照 

静岡ビジョン案 

年代や状態によらず、希望する人すべてが就労や社会参加に再チャレンジできる支援体制が構築さ

れ、ユニバーサルな地域社会を実現するため、喫緊の課題として国が挙げる就職氷河期世代の不安定

な就労や長期的な無業の状態にある人たちが、充実した生き方・働き方ができるよう地域における支

援体制を構築することを目指します。 
静岡ビジョン 誰もが何度でも自分のままで再チャレンジできるまち、静岡 

現状分析から導き出される静岡モデルの解決策 

社会が決めたゴールにたどり着くための方法を教える従来型の相談支援を充実させるだけでなく、

他者との対話の中で自分の希望に気付き、自分の人生を歩むためのヒントを得て、人生をデザインす

る新たな場（ライフデザイン・ビレッジと仮称）が必要であると仮定しました。 

 国、他市及び静岡市の現状から見えてきた課題 静岡モデルの解決策 解決手法 

意
欲
向
上 

（国）自信をつけてもらうためのプログラムや、就労

への内発的動機を高めるためのプログラムが

あまりない。 

（静）厳しい環境での負の体験で消極的になり、前を

向くきっかけとなる機会がない。 

（静）ひきこもり期間が長いほど就労意欲は低い。就

労だけがゴールとされている。 

→再チャレンジできる信頼の

コミュニティの醸成 

→自分のストーリーを再編集

する場の提供 

 

→負の記憶を乗り越えられる

機会の創出 

→キャリアカウンセリングの機

会の創出 

→解決手法 

① 

 

 

 

→解決手法 

② 

技
能
向
上 

（国）無償かつオンラインでの基礎的社会人スキルや

スキルアップのための学びの機会の提供があ

まりない。 

（静）経験不足のため正規への転換が果たせない。 

→能力開発プログラムの提供 
→解決手法 

③ 

就
労
支
援 

（国）正規雇用だけでなく、自分のペースで働くこと

を希望する方もいるが、新しい働き方、社会参

画のロールモデルの提示があまりなく、多様な

働き方が許容されにくい。 

（他）社会との関係性を回復し、その人なりの働き方

を実現する支援施策がない。 

→就労への第一歩としての社

会参画の提案 

→新しい多様な働き方に出会

う機会の提供 

→解決手法 

⑤ 

支
援
体
制 

（静）ニーズに沿った丁寧な支援をしているが、既存

支援機関の支援員は多忙で余裕がない。 

（他）本人の働く選択肢を狭めないための適切な支援

機関へのリファーを行う仕組みがない。 

（静）既存支援機関は組織間で連携しているものの、

実効性のある支援体制が整備されていない 

（他）就労支援事業と産業支援事業間での情報共有を

行う支援体制が整っていない。 

（静）再就労後に短期間で辞職してしまう人がいる。

就労後のケアをする機関がない。 

→支援人材育成機会の創出に

よる裾野の拡大 

→市民・NPO＋企業等のサポー

トの輪の形成 

 

→新規協議会の体制構築とプ

レイヤーの増強 

 

→市内企業への受け入れ体制

の促進 

→解決手法 

④ 

 

 

 

→解決手法 

⑥ 

 

→解決手法 

⑦ 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ 

（静）就労準備や支援相談を主体的に進められない方

に向けた伴走支援が行き届いていない。 

（他）「ノーマライゼーションという言葉のいらない

まちづくり」を標榜し、潜在的労働者を掘り起

こす先行事例もあるなか、就職氷河期世代の現

状が地域課題として認識されていない。 

→潜在的な要支援者への草の

根支援 

→解決手法 

⑧ 
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13 

 

静岡モデルの解決策を具体化する８つの解決手法と支援施策 

 静岡モデルの解決策を 

実行するための解決手法 

令和３～４年度に新たに実施する 

具体的な支援施策（案） 

解決手法

① 

“再チャレンジ支援講座”の確立と

その実証実験の実施 

ライフデザイン・ワークショップ 

「過去」の人生体験をふりかえり「現在」を整理する

ことで、「未来」を設計し、再チャレンジするきっかけ

づくりを支援するワークショップ 

10 月以降各月２回８回実施予定、参加予定数：80 人

程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解決手法

② 

“再チャレンジ支援講座”のフォロ

ーアップ・プログラムの確立とそ

の実証実験の実施 

ライフデザイン・ダイアローグ 

ライフデザイン・ワークショップ受講済の方を対象と

して、オープン・ダイアローグの手法により、被支援

者とサポーターが一緒になり、4人 1組程度で 1～2時

間の対話を行うフォローアッププログラム 

11 月以降随時５回程度実施予定、参加予定数：25 人

程度 

【ライフデザイン・ダイアローグの原則】 
・対話を続けるだけでいい~解決を目指さない、対話それ自体が目的 
・計画は立てない~答えがない、不確かな状況に耐える。（被支援者を予測の型にはめようとしない） 
・個人でなくチームで行う（被支援者とその人間関係、ネットワークを修復する） 
・リフレクティングの時間をもつ（3人が意見や感じたことを話し合い、を後の1人が観察する） 
・ハーモニー(調和)ではなくポリフォニー（多声性）を目指す（説得、尋問、叱咤激励、アドバイ

スをするのではなく、対話する） 
解決手法

③ 

就労に向けたスキルアップ支援プ

ログラムの構築とその実証実験

の実施 

Ｓｋｉｌｌｓｂｕｉｌｄ（スキルズビルド） 

社会人スキル、ITスキルなどを身に付けることのでき

るオンライン学習プログラム 

10月開設（オンライン、参加予定：90人程度） 

日本 IBM社が社会貢献事業として世界各国で展開してい

る社会貢献事業としてのオンライン学習プログラム

SkillsBuildの展開している。IDとパスワードを登録する

ことで、1コマあたり主に5分～20分程度の動画講座を、

PCやモバイル端末を活用しウェブサイト経由で、いつで

もどこでも視聴し、学習することができるものである。報

連相やチームとしての仕事術などの社会人基礎力、マイ

クロソフトオフィス等の PC スキル、zoom 活用法等リモートワーク手法など基礎的なものから、

プログラミング、サイバーセキュリティ、ネットワーク管理者等の専門技能まで、約450の日本語

講座から興味のあるものを選択して学習することができる。 
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 静岡モデルの解決策を 

実行するための解決手法 

令和３～４年度に新たに実施する 

具体的な支援施策（案） 

解決手法

④ 

就職氷河期支援を行うことので

きる人材育成プログラムの確立

とその実証実験の実施 

ライフデザインナー・カフェ 

再チャレンジをサポートする支援人材（ライフデザイ

ナー）を育成するプログラム 

11月以降３回実施予定、参加予定数：80人程度 

 

 

解決手法

⑤ 

起業、フリーランス、NPO・ソーシャ

ルビジネス、社会的就労・中間的

就労などの多様な働き方や社会

参画の出会いの場づくり 

働き方いろいろカフェ 

起業、フリーランス、NPO、プロボノ、リモートワーク、”

二足の草鞋“など、多様で魅力的な働き方をしている

方々を紹介するオンラインセミナー 

11月以降３回実施予定（各２時間程度、参加予定数：

30人程度） 

 

解決手法

⑥ 

庁内関係部署や連携プラットフォームの構

築と推進庁内関係部署やあらゆる関連機

関を巻き込んだ形での全員参加型の支援

プラットフォームの構築 

→オール静岡で全員参加型社会の実現を目指す

「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」 

解決手法

⑦ 

プログラム実施後の就労を促すための、既

存の就労支援機関や企業等との連携 

→市内企業への就職を後押しし、企業の人材育成

への理解を促進する企業連携 

解決手法

⑧ 

支援対象者、支援者など関係者に向けた広

報展開 

→ライフをデザインすることを自分事として捉えて

もらうための広報によるアウトリーチ 
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資料３－４ 支援周知のためのロゴ等の使用について 

（１）ロゴマーク 

メインビジュアル 

 

デザイン意図 

                 

ロゴデザインバリエーション 
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デザイナー紹介  田中邦彦 

静岡市を拠点にアクオデザインという屋号で活動しているデザイナー・イラス

トレーター。人や街を感じさせるデザインを得意としていることから、静岡市

文化・クリエイティブ産業振興センター（CCC）から紹介を受けて、当事業の

デザインを依頼した。 

 

ロゴを使う具体的効果 

①困難から立ち上がることに手助けを必要としている人（世代）がいることを伝えやすい。 

②共助の輪の一員として支援に関わる市民を掘り起こしやすい。 

③手助けを必要としている方を市の支援施策に結び付けることが期待しやすい。 

 

ロゴの利用場面 

①３年間の交付金事業 

②関連する他課の既存事業等 

特設ウェブサイト、講座の募集チラシ、新聞

広告、Facebookや twitter等 SNS広告、各事

業で使用するテキスト 

 

（２）特設ウェブサイト 

  

令和３年 11月リリース予定 
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参考 ＳＤＧs17の目標を意識した就労支援施策の整理 

静岡市就職氷河期世代就職促進事業においては、2015年の国連サミットで採択された『持続可能な

開発目標』の掲げる「誰ひとり取り残さない」を合言葉として、人にやさしい地域社会の実現を目指

し、以下の目標を意識して取り組みます。国及び県の取り組みと合わせて、「働く」ことを起点に「再

チャレンジ」できる持続可能な地域社会を再生し、「誰一人取り残さない社会」の実現のための取り組

みを進めていきます。 

 

● 就労の促進 

働き始めることで非課税者から納税者へ、支援される側から支援し合う関係へ 

→就職斡旋、マッチング支援 

社会参加の促進 

福祉サービスが必要な要支援者ではなく、手助けがあれば社会に参加できる社会の

一員へ 

→ひきこもり、発達障害への伴走支援 

就労に向けたトレーニング 

誰もが自信をもって働くために、誰もが簡単にアクセスできるスキルアップの機会を 

→技能向上機会の提供 

平等な就業機会の確保 

性別・年齢というカテゴリーを気にせず、多様な働き方を選ぶことができる社会へ 

→多様な働き方の啓発 

就労意欲と生産性の向上 

職業人としての自分のストーリーを見出し、モチベーション高く働き続けられる社会へ 

→意欲向上のためのセミナー等開講 

生産人口の維持・拡大 

就労者を掘り起こし、70万総活躍の持続可能な地域経済の再生へ 

→多様な人材活用の啓発 

不本意非正規の格差是正 

正規として働きたい人にキャリアアップのチャンスを、自分のペースで働きたい人に待

遇改善を 

→企業への働きかけ 

「まちづくり」は「ひとづくり」 

支援する側、される側の垣根を超えた共に支え合うネットワークの力で街の再生を 

→支援に関わる人の裾野を広げる人材育成 

労働環境の整備 

労働者と経営者が対等で有益なパートナーシップで結ばれた働きやすい社会へ 

→勤労者のための福祉及び厚生 

オール静岡での支援強化 

様々な支援機関が実務的に連携した実効性のある支援体制で共に課題解決に「オール静

岡」で挑む 

→支援体制の構築 
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参考 今年度のライフデザイン施策実施予定 

 

 

10/31（日）、11/14日（日）、11/17（水）、

12/12（日）、12/23（木）…オンライン 
1/23（日）、1/26（水）…対面orオンライン 
講義9:30～12:00、WS13:00～17:15 

ライフデザイン・ワークショップ開催後に 
随時開催予定 

実施受託者である一般社団法人ソーシャルビ

ジネス・ネットワークのホームページにて参

加者募集中！ 
11/27（土）、12/13（月）、1/27（木）、2/6

（日） 
各日13:00～17:00 

第1回11/26（金）19:30～21:00 
1月下旬まで毎月1回夜間開催予定 



 

 

 

 

 

 

就職氷河期世代就職及び社会参画促進事業 

～ライフデザイン・ビレッジ創造に向けて～ 

 

基本構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月２０日 
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1 事業の背景 

 

1.1 就職氷河期世代を取り巻く社会情勢と現状分析 

 

静岡市における「就職氷河期世代就職促進事業～ライフデザイン・ビレッジ創造に向け

て～」の展開を検討するに当たり、就職氷河期世代を取り巻く社会情勢と現状分析を行っ

た。 

 

① 就職氷河期世代を取り巻く背景 

 

バブル経済の崩壊の影響は、1970～1986 年のいわゆる「就職氷河期」という形で現

れ、その時期に就職活動を行った世代（いわゆる「就職氷河期」世代）の働き方に長期に

わたって影響を与えている。 

この「就職氷河期」世代は、現在、35 歳から 51 歳までとなっているが、こうした人々

の中には、希望する就職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業

の状態にあるなど様々な課題に直面している人がいる。 

この背景には、就職活動を行った時期の雇用情勢が厳しかったことや、企業側の人事・

採用慣行等により、安定した職業に転職する機会が制約されてきたこと等が指摘されてい

る。 

卒業時に進学も就職もしない割合を見ると、「就職氷河期」世代はその前の世代に比べ

て高いことが確認できる。また、「就職氷河期」世代は、就職した後もその賃金が前後の

世代と比べて低くなっていることがわかる。 

「就職氷河期」世代については、フリーター・ニート等を対象とした「ミドル・チャレ

ンジコーナー」（就職氷河期世代専門窓口）などの再チャレンジ施策など類似の若者雇用

対策が講じられたことにより、経済環境の好転とともに、就職や正規 雇用への移行が進

んできた。 

しかしながら、就職氷河期世代の中心層となる 2019 年段階 で 35～44 歳の人の雇用形

態等を見ると、非正規雇用の労働者である 359 万人の中には男性を中心に不本意非正規の

方がいるほか、無業者は 39 万人と 10 年前から横ばいとなっているなど、依然として様々

な課題に直面している。 

このように社会に出る時期の経済状況が長期間にわたって「就職氷河期」世代の働き方

に影響を与え続けている状況に対し、社会全体で支援を行っていくことが求められてい

る。 
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② 求職者の状況 

 

 就職氷河期世代で、非正規で働いている方は約 589 万人、そのうちいわゆる不本意非

正規労働者は約 71 万人、失業者のうち正規の仕事を希望する人は約 27 万人。特に

40 代男性で高い割合となっている。 

 直近 1 年で非正規から非正規または正規へ転職した方のうち、正規転換したのは

14%、男性は 25％、女性は 11％。 

 正社員として働けない理由としては、「年齢が壁になり採用されなさそうだから」が

35.9%と最も多く、次いで、「再就職に自信がないから」、「正社員の仕事に自分でもで

きる仕事があるか自身がないから」、「転職をする上で学歴・職歴などに自信がないか

ら」など、様々な理由での自信のなさがうかがえる。 

 就職支援に対する希望としては、「職業あっせん先での就業体験・研修」が 22.7%と

最も高く、「職業あっせん先の見学」、「応募書類作成」が続く。 

 国や自治体が行っている支援についての印象や希望については、37.7％が「興味関心

がない」と回答している一方、「どのような支援があるのかわかりやすく知りたい」

35.5%、「支援内容を具体的に教えて欲しい」29.7%と、支援を求めている方もいるこ

とがうかがえる。このことから、ミドル・チャレンジコーナー、不安定就労者再チャ

レンジ支援事業等既存の施策についての認知度は高くないものと推測される。 

 これまで利用した就職支援機関、これから利用したい就職支援機関はいずれも「ハロ

ーワーク（インターネット利用含む）」が圧倒的に高い割合を占めている。 

 

③ 企業の状況 

 過去 3 年間で就職氷河期世代の正規転換を受け入れた企業は全体の半数以上。また今

後、就職氷河期世代を採用する可能性があるとの回答は 85%を超える。 

 就職氷河期世代を採用した職種は、営業、事務・企画、ドライバー、接客など幅広い

職種で採用されている。採用したい職種は多い順に営業、専門・技術職、事務・企

画、介護となっている。 

 採用して良かった点は、「人材不足が緩和された」「長く働いてもらえる人材を採用で

きた」「意欲的な人材を採用できた」。採用の絶対条件は、「仕事に意欲的である」 

「真面目にこつこつ働ける」など。 

 国や自治体等に希望する支援は、「採用に対する補助金」「お試し受入」「就職氷河期

世代の実態や意識についての情報」「就業者向けの研修・職業訓練」など。 
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④ 国としての取り組み 

 

厚生労働省において、令和元年 5 月「就職氷河期 世代活躍支援プラン」が策定され、6

月には「就職氷河期世代支援プログラム」が閣議決定されるなど、国をあげての支援体制

が構築されている。 

 

⚫ 2 つの目的 

 就職・正社員化の実現 

 多様な社会参加の実現 

 

⚫ ３つの支援対象 

 不安定な就労状態にある方（不本意ながら非正規雇用で働く方） 

 長期にわたり無業の状態にある方（就業希望はあるが、「希望する仕事がありそ

うにない」などの理由で、就職活動に至っていない方等） 

 社会とのつながりをつくり、社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方

（ひきこもりの方など） 

 

⚫ 取組の方向性 

 地域ごとのプラットフォームの形成・活用 

 都道府県レベルのプラットフォーム（経済団体、労働局等）により各界一体

となった取組を推進 

 市町村レベルのプラットフォーム（自立相談支援機関、地域若者サポートス

テーション、ハローワーク、経済団体、ひきこもり地域支援センター、ひき

こもり家族会等）により、地域資源、ニーズの把握、適切な支援へつなぐ等

の取組を推進 

 就職氷河期世代、一人ひとりにつながる積極的な広報 

 対象者の個別の状況に応じたきめ細やかな各種事業の展開（関連施策：短時間労

働者等への社会保険の適用拡大） 

注：プラットフォーム（用語集※１参照） 

 

⚫ 支援対象別の取り組み 

 不安定な就労状態にある方 

 民間事業者のノウハウを活かした正社員就職につなげる成果連動型事業 

 ハローワークに専門窓口を設置、担当者によるチーム支援を実施 

 短期間で取得でき、安定就労に有効な資格等の習得を支援 

 働きながらでも無料で受講可能な訓練の提供 
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 助成金等による企業の取組支援 

 長期にわたり無業の状態にある方 

 地域若者サポートステーションにおいて以下の取組を実施 

① 生活困窮者自立支援とのワンストップ支援  

② 地域レベルでの潜在的要支援者把握のためのアウトリーチ展開  

③ 全国レベルでの一元的案内・相談機能の整備 

 社会とのつながりをつくり、社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方 

 身近な地域レベルでの周知・広報のための環境整備 

 生活困窮者自立相談支援事業及び就労準備支援事業の強化 

 中高年者へのひきこもり支援充実 

 8050 等の複合課題に対応できる包括的支援や居場所を含む多様な地域活動の

推進 

 

⑤ まとめ～就職氷河期世代を取り巻く社会情勢と現状分析からの考察 

 

現状 分析 必要とされる支援 

概況 

就職氷河期世代におい

ては、特に 40 代男性を

中心とした不本意非正

規や失業者のうち正規

の仕事を希望する人が

多く存在 

非正規雇用として基礎的な

社会人スキルやスキルアッ

プのための学びの機会を得

ることができず、それが正

社員への道を阻むことにも

なり、負のスパイラルに陥

っている状況 

基礎的社会人スキルや

スキルアップのための

学びの機会の提供 

求職者 

の状況 

心情 

正社員として働けない

理由として、様々な自

信のなさがうかがえる 

自信のなさからチャレンジ

へ踏み出せない、または自

信のなさがにじみ出てしま

っているために採用へと結

びついていない可能性があ

る 

自信をつけてもらうた

めのプログラムの実施 

支援 

ニーズ 

希望する就職支援は

「職業あっせん先での

就業体験・研修」、「職

業あっせん先の見学」 

見学、研修等の体験やお試

し期間が必要 

企業見学、研修、イン

ターンシップ等機会の

提供 

支援 

活用 

状況 

利用したことがある／

したい機関はハローワ

ーク 

ハローワークの認知度は高

い 
ハローワークとの連携 
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企業 

の状況 

採用 

可能性 

就職氷河期世代の採用

可能性がある企業は

85％ 

就職氷河期世代であること

が採用のネックになること

はない 

企業との連携促進 

採用 

条件 

絶対条件は「仕事に意

欲的である」 

逆に言えば意欲的であれば

採用の可能性があると言え

る 

就労への内発的動機を

高めるためのプログラ

ムの実施 

支援 

ニーズ 

国や自治体に希望する

支援は「お試し受け入

れ」、「就業者向けの研

修・職業訓練」 

求職者のニーズ同様、企業

においてもお試し期間が求

められている。合わせて研

修・職業訓練ニーズがある 

企業見学、研修、イン

ターンシップ等機会の

提供および基礎的社会

人スキルやスキルアッ

プのための学びの機会

の提供 

国の 

状況 

目指す 

姿 

就職氷河期支援として

「就職・正社員化の実

現」だけではなく「多

様な社会参加の実現」

を掲げる 

経済動向等から企業側の正

規採用が厳しい現実や、生

き方・働き方・幸福感に関

する個々人の考え方の変容

等を踏まえた方針であるこ

とがうかがえる 

正規雇用だけでなく、

フリーランス、起業、

地域参加やボランティ

アなども含めた”複

業”、NPO やソーシャ

ルビジネスへの就業な

ど、新しい働き方、社

会参画のロールモデル

の提示 

効果的 

な手法 

市町村レベルでのプラ

ットフォーム構築が求

められる 

多様なプレイヤーの連携が

求められる 

庁内関係部署やあらゆ

る関連機関を巻き込ん

だ形での全員参加型の

支援プラットフォーム

の構築 

就職氷河期世代、一人

ひとりにつながる積極

的な広報が求められる 

自ら民間の支援組織やハロ

ーワーク等にアプローチで

きる方はよいが、それ以外

の多くの顔の見えない方へ

たどりつくための方策の検

討が必要とされる 

新聞、テレビ、ウェブ

等のマスメディア広報

に加え、自治会や地域

包括センター等との連

携により、顔の見える

一人一人をすくいあげ

る、きめ細やかなアウ

トリーチの実施 

対象者の個別の状況に

応じたきめ細やかな各

種事業の展開が求めら

れる 

大枠でも特性の異なる 3 対

象に分かれる方々に対し、

それぞれの状況に応じた適

切な対応が必要とされる 

3 対象それぞれの支援

機関との連携 
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「必要とされる支援」で示した項目ごとに、支援の状況について分析を行った。 

 

必要とされる支援 支援の状況と課題 

基礎的社会人スキルやスキルアップのた

めの学びの機会の提供 

無償または安価の職業訓練講座は提供され

ているが、特定の会場での、時間が限定さ

れた集合型学習がほとんどとなっている。 

自信をつけてもらうためのプログラムの

実施 

就職氷河期（就業）支援としての提供はあ

まりなされていない。 

企業見学、研修、インターンシップ等機

会の提供 

地域若者サポートステーションを中心とし

た就労体験、インターンシップ等が展開さ

れている。 

ハローワークとの連携 

就職氷河期支援に特化した専門窓口、「ミド

ル・チャレンジコーナー」が設定されてい

る。 

企業との連携促進 
インターンシップ事業はあまりなされてい

ない。 

就労への内発的動機を高めるためのプロ

グラムの実施 

就職氷河期（就業）支援としての提供はあ

まりなされていない。 

企業見学、研修、インターンシップ等機

会の提供および基礎的社会人スキルやス

キルアップのための学びの機会の提供 

（先述の通り） 

正規雇用だけでなく、フリーランス、起

業、地域参加やボランティアなども含め

た”複業”、NPO やソーシャルビジネスへ

の就業など、新しい働き方、社会参画の

ロールモデルの提示 

就職氷河期（就業）支援としての提供はあ

まりなされていない。 

庁内関係部署やあらゆる関連機関を巻き

込んだ形での全員参加型の支援プラット

フォームの構築 

令和 2 年、厚生労働省の施策として就職氷

河期世代活躍支援都道府県プラットフォー

ムが設置され、現在市区町村レベルのプラ

ットフォーム設置が推進されている。 

新聞、テレビ、ウェブ等のマスメディア

広報に加え、自治会や地域包括センター

等との連携により、顔の見える一人一人

をすくいあげる、きめ細やかなアウトリ

ーチの実施 

「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラッ

トフォームを活用した支援事業」、「就職氷

河期世代の無業者に対する地域若者サポー

トステーションの取組強化」において「把

握・働きかけのための福祉機関等へのアウ

トリーチ型支援の実施」が設定されてい

る。 

3 対象それぞれの支援機関との連携 
自立相談支援機関、地域若者サポートステ

ーション、ハローワーク、経済団体、ひき
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こもり地域支援センター、ひきこもり家族

会等、あらゆる関係者が連携する市町村レ

ベルのプラットフォーム設置が推進されて

いる。 

 

上記の分析結果から、本事業においては、現在支援が手薄な状況となっている以下の項

目を中心とした支援内容を構想する。 

 

1. 無償かつオンラインでの基礎的社会人スキルやスキルアップのための学びの機会の

提供 

 

2. 自信をつけてもらうためのプログラムの実施 

 

3. 就労への内発的動機を高めるためのプログラムの実施 

 

4. 正規雇用だけでなく、フリーランス、起業、地域参加やボランティアなども含めた”

複業”、NPO やソーシャルビジネスへの就業など、新しい働き方、社会参画のロー

ルモデルの提示 
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1.2 静岡市の就職氷河期を取り巻く現状と課題 

 

静岡市における就職氷河期世代の実態の把握、特に就労支援が必要とされる対象者の現

状を把握し、課題を洗い出し、必要とされる仕組みと支援プログラムを構築するための調

査を行った。既に就職氷河期世代に対する支援活動を行っている主要施設の協力を得なが

ら、現在の支援現場から就労の実態やニーズを汲み上げ、課題を抽出し、解決の方向性を

整理した。 

 

※「就職氷河期世代」とは、1970～1986 年生まれ(35 歳~51 歳)の世代で、社会的に就

職困難な時代に就職期を過ごした層である。支援の対象者として、①不安定な就労状態に

ある方（不本意非正規雇用労働者）、②長期にわたり無業の状態にある方、③社会参加に

向けた支援を必要とする方（ひきこもり状態）に大まかに分けられるが、就職や社会参加

への課題は個別で多様である。 

 

① 就職氷河期世代の推計人数 

 

（総務省調査、労働政策研究・研修機構調査、内閣府調査より推計） 

 

静岡市では、支援を必要としている３つの層ごとの推計人数をたてている。①不安定な

就労状態にある方 2,200 人、②長期にわたり無業の状態にある方 1,700 人 ③社会参加

に向けた支援を必要とする方（ひきこもり）2,100 人としている。 

 

支援機関からのヒアリングにより、この 6,000 人のうち、約 1,000 人が市内の支援機関

とつながっており、何らかの支援を受けているが、残りの 5,000 人はまだ支援が行き届い

ていないと考えられている。 

 

  状態(対象者分類)     推計人数   全国との比較 

① 不安定な就労状態にある方 

 

2,200 人（人口比 2.4%） 全国平均 人口比 3.1% 

② 長期にわたり無業の状態に

ある方 

1,700 人（人口比 1.9%） 全国平均 人口比 2.3%) 

③ 社会参加に向けた支援を必

要とする方（ひきこもり） 

2,100 人（人口比 2.3%） ― 
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② 支援機関、および被支援者の状況、支援をめぐる課題 

 

（1) 支援機関について 

 

静岡市内で、就職氷河期世代の支援機関は下表にある６団体。静岡地域若者サポートス

テーション（通称：サポステ）は、当初 15 歳~39 歳の就業自立支援のために立ち上がっ

た機関だが、就職氷河期世代への年齢層を拡げて対応している。 

静岡県の取組みではあるが、静岡県中部県民生活センター就職相談センター・ヤングジ

ョブステーション(通称：ジョブステ)も、就職氷河期世代への支援を始めているが、こ

の世代の相談人数はさほど多くないのが現状。 

ひきこもり支援を行っているひきこもり地域支援センター（通称：DanDan しずおか）

でも、就職氷河期世代の相談者を受け入れている。 

その他支援機関として、ハローワーク、キャリア形成サポートセンター、静岡市発達障

害者支援センターきらりなどがあり、支援機関の連携による取組みが始まっているが、

更なる相互の連携が求められている。 

 

    機関名 取組みの内容 事業主体 

静岡地域若者サポートス

テーション(通称：サポス

テ) 

主な対象：②、一部① 

一定無業状態にある 15 歳~39 歳までの職業

自立支援 

・各種セミナー、出張相談会、臨床心理士

による相談事業 

※フラットな関係性の中でのワークショッ

プや職場のインターンシッププログラム、

地域のサポーターの支援体制が整ってい

る。★若者就労支援「静岡方式」を採用 

静岡市 

厚生労働省 

委託先：Ｎ

ＰＯ法人青

少年就労支

援ネットワ

ーク静岡 

静岡県中部県民生活セン

ター就職相談センター・

ヤングジョブステーショ

ン(通称：ジョブステ) 

主な対象：②、① 

やりたい仕事がわからない、就職先が決ま 
らない、子育てしながら働きたい、などの 
悩みに対し、就労に関する相談から就職に 
至るまで、一貫して支援する県の就労支援 
機関。 静岡県 

委託先：㈱

東海道シグ

マ 

静岡市ひきこもり地域支

援センター「Dan Dan

（だんだん）しずおか」 

主な対象：③ 

 

ひきこもりの専門相談窓口 就職氷河期世 
代も一定数存在。精神保健福祉士や公認心 
理師など、専門スタッフも入りながら、 
マンツーマンの支援を行っている。 静岡市 

委託先：

NPO 法人サ



11 

 

ンフォレス

ト 

静岡公共職業安定所  

ハローワーク静岡/清水 

16～55 歳 940 名。 

氷河期世代は 120 人（専業 

主婦も含む）。 

対象①は 9 割 

対象②③は 1 割程度 

氷河期世代への取り組みを市と一部、連携 

し進めている。 

就職氷河期でないネーミングが必要である 

と考え、「ミドルチャレンジコーナー」という 

名称で相談窓口を設置している。 

 

厚生労働省 

キャリア形成サポートセ

ンター 

対象①および企業 

キャリアデザインという考え方を、企業側、 

就労希望者側に拡げる活動を行っており、 

ジョブカードを活用したキャリアコンサル 
ティングとキャリアカウンセリングが主業 
務。業務の 7 割が企業、3 割が個人。 

厚生労働省 

委託先： 

㈱パソナ 

静岡市発達障害者支援セ

ンターきらり 

対象③ 

相談者の 3 割弱が成人。 

19 歳~39 歳 41 人 

40 歳以上 13 人 

子どもから大人までの発達障害支援実施。 

就労の相談を受けた際はハローワークや 

A 型、B 型、就労移行施設等につなげている 

就労支援はあまり行っていないのが現状。 

その手前の生活全般への支援が主のサポー

ト。 

静岡市 

委託先： 

社会福祉法

人恩賜財団

済生会支部

静岡県済生

会 

 

（2) 被支援者の状況 

 

【静岡地域若者サポートステーション(通称：サポステ)（対象：②、一部①）】  

※被支援者ヒアリング：23 人 

 

・非正規社員(派遣、アルバイト等)を長い年数続けながらも、中々非正規社員から正規社 

員への転換が果たせない、正規社員への転換希望者が相当数存在することが推測され 

る。正規社員への転換が果たせない理由としては、経験不足が挙げられる。学ぶ機会が 

圧倒的に不足している。 

 

・非正規社員から正規社員へ転換を希望する主な理由は、報酬・賃金アップ、有給・休暇 

の取りやすさ、などが挙げられる。 
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・最初の就業時、厳しい環境下で働いた経験者（過剰残業、残業代未払い、ブラック、い 

じめ、その他個別の辛い体験等）が相当数存在することが推測され、それがトラウマと 

なり再就職に対して消極的になっている。 

 

・自分のペースで働きたい、やや短い勤務時間を希望する（NO 残業）、勤務地・転職の有 

無などにこだわる方が相当数存在することが推測される。 

 

・結婚や出産を機に退職し、子育てが一段落した機会に再就職を希望する女性が一定数存 

在する。 

 

・一旦就労を果たしながらも、短期間で辞めてしまう人が一定数存在する。 

 

【静岡県中部県民生活センター就職相談センター・ヤングジョブステーション(通称：ジョ

ブステ) （対象：②、①）】 

 

・支援対象者の中心は、20 代～30 代前半、就職氷河期世代の割合は低い。 

 

・なかなか就労につながらないという滞留組が一定人数おり、対策には行き詰っている。 

新たなプログラム、特にＩＴスキルを学ぶプログラム等には関心がある（教育プログラ 
ム自体の認知度がないと、受講したこと自体、採用時に企業から評価されない。） 

 

【静岡市ひきこもり地域支援センター「Dan Dan（だんだん）しずおか」(対象：③)】 

※被支援者ヒアリング：41 人 

 

・ひきこもり期間が長期になるほど（ひきこもり歴 20 年前後が多い）、就労意欲は低くな 

っており、社会との関りが少ないため、社会参加への転換がより困難になっている。 

 

・精神疾患を持っておられる方が多い。 

 

・一方、就労を完全に諦めている方は少ない。将来的には何らかの仕事に就きたいと考え 

ている。が、自ら就労に向けた準備を進められる人は少ない。 

 

・過去の経験より自己評価、自尊意識が低く、全体を通して消極的な姿勢。 

 

・人との対話の経験が少ないため、自ら積極的に発話しない。また、他者に上手く伝える 

 力が不足している。対人関係を築くことが苦手な人が多い。興味関心のある分野に出会 
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うと、専門性を有し強みを発揮する人が多い。 

 

・経済依存している親世代の高齢化が進み、親や支援対象者も将来に対して危機感を抱い 

ている。経済的理由で一人暮らしは少ない。男性の方が多い。 

 

・回復グレード、評価６~７段階が一番多い。高評価は、サポステやジョブステへ紹介。 

 

【ハローワーク（対象：①、②）】 

 

・長期にわたり就職が決まらない求職者に欠けているのは、目に見えないソーシャルスキ 
ルである。 

 

・企業が求める専門人材は、短期間で研修をして得られるスキルではないため、被支援者 

のキャリアの履歴上、中々就職が決まらない場合が多い。 

 

【キャリア形成サポートセンター（対象：①）】 

 

・ジョブカードを活用したキャリアコンサルティングとキャリアカウンセリングを行って

いる。 

 

【静岡市発達障害者支援センターきらり（対象：③）】 

相談者の 3 割弱が成人。  

 

・19 歳~39 歳 41 人、40 歳以上 13 人。主に子どもの発達障害への支援だが、就職氷河 

期世代も少なからず被支援者がいる。ハローワークを始め、その人にあった就労支援機 

関につないでいる。 

  

（3) 支援をめぐる課題 

 

【サポステ】 

 

・対象者がすんなり社会に入れない方が多いので、まず一歩前に進むことを目標に、一人 

一人の実情に合わせてオーダーメード型の支援を行っている。特に、「静岡方式」は、 

地域社会の中で支援を行うことにこだわっており、サポーターと呼ばれるボランティア 

が延べ 1,000 人いて、その協力のもと就労支援体制を整えている。 
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・就労した先の企業とのトラブルも時にあり、就労後のフォローも必要と考えており、 

躓いたときに被支援者が戻れる場としても機能している。 

 

・さらなるボランティア人財の掘り起こし、すそ野の拡大、新しい多様な働き方のチャネ 

ル開拓、などが課題。 

 

・福祉型就労などよりもできるだけ一般就労を目指しているが、受け入れ側の理解を得て 

いくことは課題の一つになっている。多様な業態の企業開拓が課題。 

 

・スキルを身に着ける、学べる無料のプログラムが少ない。 

 

・本来、サポーター同士の勉強会などもやりたいと思っているが、日々の忙しさで実現 

していない。 

 

【ジョブステ】 

 

・県からの受託で事業展開をしているので、県と市が連携強化を図ってもらえると、現場 

としては、協力・連携がしやすくなる 

 

・新しいプログラムへの参加を募る際、就業相談のみの募集は集客が難しく、具体的な求人 
を提示すると参加者が増える傾向がる。  

・企業等への面接などの付き添い支援はできないため、ボランティアを活用したい 
 

【DanDan】 

 

・丁寧な相談業務を中心に、支援対象者のニーズに応じた支援を実施している。「社会参 

加から就労支援まで」の個々の支援対象者の状況に合わせた支援を、支援組織間で連携 

し合いながら、実施している。 

 

・被支援者の問題の複雑化、解決困難な実態に少人数の職員で対応している。 

また、職員が多忙であるため、新たな取り組みを検討する余裕が無いのが現状。 

「就職」という選択肢以外に、多様な「働き方」や今までに無かった「仕事」を創れる 

可能性が拡がっており、不確実性がますます深まる社会や労働環境において、柔軟かつ 

革新的な取り組みや対応が期待されている。（フリーランス、リモートワーク、起業、 

副業 等。） 
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・潜在的な支援対象者の掘り起こしの拡充にまで手が届いていない。  
【ハローワーク】  
・各種支援機関、ハローワークに訪れることが出来ていない層への取り組みが必要。 

 

・サポステとも一部連携を始めているが、サポステは清水ベースであるため、静岡ベースで 

展開できればよいと思われる。 

 

・効果を上げる取り組みを長期的に継続していくことが課題。  
・企業の求める専門性とは、２～３か月の研修で得られる程度のものではないのではない。 
 どのような支援が有効か？が課題。また、企業へどのような理解を求めていくかが課題。  
・従業員のキャリア支援は人材の流出につながる恐れもあるため、慎重な経営者もいる。 

企業にメリットのある案内として人材開発支援助成金も活用できるのではないか。 
 

【キャリア形成サポートセンター】 

 

・相談者を募集はするが、アウトリーチは行っていないため、能動的に活動できる人に支 

援が限られてしまっている。 

 

・ジョブカードを最後まで記述できる人に絞られてしまう傾向があり、支援までの道のり

が絞られてしまう。 

 

【きらり】 

 

・ソーシャルスキルトレーニングプログラムが静岡市内にないため、課題となっている。  
・発達障害の診断を求めて相談に来る相談者は精神科につなぐため、連携は必須だが市内の 

精神科の発達障害理解もばらつきがある。 
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（4) 雇用する側（企業・団体等）の状況 

 

※ヒアリング企業 12 社（合計 15 名） 

 

・就職氷河期世代の採用を積極的に検討したい、あるいは、採用する可能性がある、と答 

えた企業は比較的多い。 

 

・就職氷河期世代の採用においての公的な支援としては、「採用時の補助金」、「中間的就 

労（インターンシップ含む）」、「研修、職業訓練」などがあがる。 
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③ 課題と解決の方向性 

 

就職氷河期世代への現状の課題を踏まえて、今後の支援のあるべき姿としては、以下の 

５つの項目、Ａ）支援体制、Ｂ）意欲向上、Ｃ）技能向上、Ｄ）就労支援、Ｅ）アウト

リーチにて整理した。支援が必要な人を一人も残さない包括的な環境整備（体制、人財、

プログラム等を揃えていく）を目指し事業構想をし、事業計画につなげていく。 

 

Ａ）支援体制  
既に既存の支援組織サポステでは、延べ 1000 人のサポーターと呼ばれるボランティア

が支援を行っているが、支援人材の学びの場が不足していること、さらに、新しい多様な

働き方にそったサポート人財の開拓が課題となっている。支援人財を育て、さらに多くの

市民に広く参画を促す場を創出することが求められている。 
支援組織が相互に連携しあう試みは進んではいるが、まだまだこの層への支援に活用で

きる地域の資源が未利用である。特に、産業界、行政セクションの横連携を深め、まちづ

くりに熱心な市民やＮＰＯ、メディアなどの参画を積極的に推進し、支援のプラットフォ

ーム（協議会）を構築していくことにより、支援の質と量を担保する。 
上記のプラットフォームを軸に、それぞれのプレイヤーがそれぞれの強みや役割、想い

をもって、支援する側とされる側の垣根も消えて、徐々にプレイヤーが増えていき、互い

の人生を応援しあう仲間としてつながり、たとえ失敗しても何度でも再チャレンジできる

信頼のコミュニティを醸成する。 

 

Ｂ）意欲向上  
就職氷河期世代が就職するまでの時代に存在した古い価値観は＝「終身雇用」「年功序

列」「いい会社に入るためにいい学校へ」「偏差値至上主義」、さらに、少し上にバブル世

代がいるため、レールにのれればうまくいくであろうという、旧価値観を完全肯定する具

体的なロールモデルがあった。実際に社会に出る時期に起きたのは、バブルの崩壊と 
その後のリーマンショックであり、「就職できない」「非正規雇用」という現実の中で、旧

価値観のまま、現実のギャップを受け止めているため、「勝ち組・負け組」意識が強く、

「負け組」と認識している層は自己肯定感が低い。旧価値観を評価軸として自己を評価し

ていることから、先ず自分の人生を自分の手中に取り戻すこと＝負の記憶を乗り越え自ら

の人生のストーリーを再編集すること、それを可能とするような意欲向上の場が必要であ

る。 
さらに、社会全体、全ての世代にとって本質的には、旧価値観が崩れる社会構造の変化

が起きたということであり、就職氷河期世代への支援は、旧価値観の「終身雇用」「正社
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員」に戻すことだけが「解」ではなく、多様な価値観や働き方に触れる機会が必要とされ

ている。また、その第一歩として、ボランティアや NPO 活動等のソーシャル・アクショ

ンとしての社会参画の提案も望まれている。 

社会構造が変化してしまっていること、その変化にどう対応して生きていくかが全ての

世代の課題であることを就職氷河期世代への支援に関わる全ての人が認識し、共に生きて

いく道を模索する学びの場が求められている。  
Ｃ）技能向上  
現状、産業界においては近代化による科学技術の進展にともない、ますます求められる技

能の専門化と分業化が進んでいる。その流れにおいては企業の業務や組織も複雑化し、マ

ネジメント志向の総合職と先端技術志向の専門職への分化も進んでおり、充実した社内研

修体制によってその技能向上の対応が図られている。 

その状況で企業への就職の流れに上手く乗れなかった就職氷河期世代は、企業におけるキ

ャリアと技能向上の経験を得れずに、就職において不利な状況に追い込まれているケース

も多い。その機会損失が続くことにより、ますます就職のタイミングを逃し、長年に渡る

悪循環につながっているケースもある。 

そこでキャリアや経験値が不足している就職氷河期世代のために、再チャレンジしていく

ための継続的に学べる能力開発プログラムを提供していく。社会人基礎力から高度な IT 技

術まで、リモートで学べる環境が求められている。 

特に社会人としての立ち居振る舞いのベースとなるソーシャル・スキルやビジネス・マナ

ーなどの基礎的なトレーニングや、コロナ禍でますます進むデジタル社会化において必須

となりつつある IT のスキルアップなど、望まれている技能も幅が広がりつつある。 

それを従来型の対面式の集合研修だけでなく、オンラインで在宅で自由に学べるようなプ

ログラムも用意して、既存の研修・職業訓練等の機関とも連携しながら学びの手法の幅も

広げていく必要がある。 

 

Ｄ）就労支援  
 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」である SDGs の普及も進み、「誰ひとり取

り残さない」という新たな価値観も広がり始め、時限的で有限な社会環境への認識を踏ま

えた社会構造の変化も進んでいる。 
 そのような社会構造の変化を認識し、就職氷河期世代が変化にいかに対応して共に生き

ていけるかを、企業、市民・NPOが被支援者と共に学ぶ場（サポートの輪）を形成する。

多様な価値観の基づく働き方は広く深く展開しつつあり、企業においては場合によっては

人手不足も解消できる新たな就労の受け皿として、意欲向上を踏まえた職場見学、就業体
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験やインターンシップ等により、協働型の受け入れ体制を用意することも効果的と考えら

れる。そこでは商工団体や経済団体等の組織的なリーダーシップも期待される。 
 従来型の直線的な就労モデルに加え、有償・無償ボランティア（中間的就労）を経ての

就労や、フリーランスや副業・兼業を重ねながらのマルチな就労、切り出された部分的な

職能についての熟練仕事、エッセンシャル・ワークでもある介護や福祉等のソーシャルな

仕事、小さくても自由に経営できるコミュニティ・ビジネスを行う NPO 起業など、多様

な就労モデルが生まれ続けている。 
 そのような多様な就労モデルでの再チャレンジにおいて、就労後のプロセスにも継続的

に伴走支援するフォローアップの機能を併せ持つことが望まれている。直線的ではない複

線的な就労のステップアップが図れるような新たなキャリア・カウンセリングの機会創出

が必要となっている。 
 

Ｅ）アウトリーチ  
 静岡市の就職氷河期世代約 6,000 人のうち、既存の支援団体等により既に公的サービス

や制度につながっている人が約 1,000 人、残りの約 5,000 人はまだ支援が行き届いていな

いと考えられる。 

 そのような潜在的な要支援者への草の根支援を、地域の様々な資源（企業、NPO・市民

団体、メディアほか）の有機的なつながりの活用、および戦略的な広報や情報発信等の手

法を駆使し、アウトリーチしていくことが望まれる。 

 草の根支援においては、民生委員や児童委員等の地区のキーパーソンや地域包括ケアの

拠点、市民活動センターなど、地域コミュニティからの地道なアプローチにより、潜在層

の発掘や深掘りが可能になると考えられる。 

 戦略的な広報や情報発信においては、クリエイティブなプロジェクト・アイデンティテ

ィ（PI）の構築を基に、地方紙や地方局等のメディアとの継続的な協働により、幅広い情

報発信と印象的な訴求を可能にする。 

 また、ウェブサイトの構築や SNS の活用により、関係者間の双方向のコミュニケーショ

ンや交流を可能にし、ビジョンやミッションを共有するインターネット上での新たなコミ

ュニティ創出も考えられる。 

 加えて、生涯学習やスキルアップを支援する機関との協働により、事業に対する関心層

やキーパーソン層を厚くし、よりアウトリーチを進め易くする土壌をつくると共に、支援

人材拡充の機会にもつなげていく。  
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④ 補足：市内連携先候補機関・組織  
※今後、連携・協力を呼び掛けていく機関・組織  

就労支援組織 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 静岡市暮らし・しごと相談支援セ

ンター(就労マッチング) 
産業界 静岡商工会議所  静岡市中小企業・小規模企業応援会議 
スキルアップ 
支援組織 静岡シチズンカレッジ「こ・こ・に」 
  〃 静岡市市民活動センター 
  〃 静岡シチズンカレッジ「こ・こ・に」講座修了者向け配信「ここにわ通

信」 
 メディア 新聞社、放送局、インターネットメディア、地域誌 他 
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1.3 先行事例からの考察 

 

 一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワークが陸前高田市から事業受託した「陸前

高田市ユニバーサル就労支援センター（2019 年開設）」の先行事例より、地域支援機関・

関係者間の連携体制モデル、および、就労困難者のための中間的就労モデルを考察し、静

岡市の事業計画策定のために活用する。 
①全体コンセプト、②事業基本概要、③運営イメージ、④支援の考え方の 4 つの分類か

ら、６つの視点での要点整理を行った（※１～※６）。  
① 全体コンセプト         
＜要点整理＞  
（※１）社会との関係性を回復し、その人となりの働き方を実現すること 

既存の働き方に人をはめ込むかたちではなく、その人のありのままを尊重した働き方を 
実現するという考えの下、多様な働き方を支援していくことを目指している。静岡モデル

も多様な働き方を支援する方向を模索する。  
（※２）人財不足の事業所に対する人財マッチング、経営支援や必要に応じて新しい仕事

の創出を行う 
被支援者のケアのみならず、雇用する側の事業所への仕事の切り出しなどのコンサルテ

ーションや働き手の強みを生かす働き方のアドバイス等も行い、就労先の事業所と共に伴

奏支援していくことを目指している。静岡モデルにおいても、企業との常態的な連携を図

っていく。  
（※３）「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」 

陸前高田市が掲げるまちづくりの大きな方針。この方針の一環として、当事業が構想さ

れ、実現された。静岡市も大きな施策の沿った事業計画にする。（「再チャレンジのまち・

静岡市」 

ただちに一般就労につくことが困難な「働きづらさを抱えている人（主に障がい

者・生活困窮者）」に対し、社会との関係性を回復し、その人となりの働き方を実現

すること（※１）を支援すると同時に、人財不足の事業所に対する人財マッチン

グ、経営支援や必要に応じて新しい仕事の創出を行う(※２)。当事者・事業所支援

を複合的かつ事業横断的に実施することにより、「ノーマライゼーションという言葉

のいらないまちづくり」(※３)の達成を推進する。 
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② 事業基本概要  

 
＜要点整理＞  
（※４）就労支援事業が基幹事業ではあるが、産業支援事業もサブフレーム機能として併

設させることにより、企業（事業所）側のニーズや悩みなども共有しながら、現実的な解

決策を見いだしていくことが可能となる。    
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③ 運営イメージ  

 
＜要点整理＞  
（※５）２つの事業の専任を立て、情報の共有を常に行っていく。中間的就労先も容易に

確保することが可能となる。静岡モデルにおいては、中間的就労も既存の支援機関と相

談・検討し、必要ならば導入していく。           
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④ 支援の考え方  

 
＜要点整理＞  
（※６）本人の働く選択肢を狭めないためには、現状の制度や方法も含めて大きな枠組み

での検討を行っていく。適切な支援機関へのリファーを行い、しっかり確実に繋ぐ方針。

静岡モデルにおいても、既存の支援機関との支援の輪を形成していく。   
⑤ 今後に向けての考察  

就労支援事業については当面の計画に活かしていくが、産業支援事業については中長

期的な将来計画として視野に入れる。  
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〔「１．事業の背景」参考文献〕 

 

 令和 2 年版厚生労働白書－令和時代の社会保障と働き方を考える－ 

 令和元年版労働経済白書 

 就職氷河期世代の働き方に関する実態と意識―個人調査と企業調査からー（2020 年 8

月 株式会社リクルートジョブズ ジョブズリサーチセンター） 

 氷河期世代の就業意向調査（2020 年 12 月 ディップ総合研究所） 

 令和２年度高知県就職氷河期世代実態調査 － 調査報告書 － 

 就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォーム設置要領（モデル都道府県） 

 平成 29 年就業構造基本統計調査(総務省) 

 就業構造基本統計調査（JILPT） 

 平成 30 年性格状況に関する調査（内閣府） 

 ユニバーサル就労システムの高度化事業 報告書（2017 年 3 月 社会福祉法人生活クラ

ブ） 

 ユニバーサルタウン陸前高田創出事業 報告書（2019 年 3 月一般社団法人ソーシャル

ビジネス・ネットワーク） 

 書籍「若者就労支援 静岡方式で行こう！！」 津富 宏 ＋ ＮＰＯ法人青少年就

労 

 支援ネットワーク静岡 編著 

 書籍「生活困窮者自立支援も 静岡方式で行こう！！２ 

 書籍「オープンダイアローグ※３とは何か」斎藤 環 著＋訳 

 書籍「地域づくりのプラットフォーム」飯盛義徳 

 

〔資料編（本報告書の文末に添付）〕 
 「実態調査による対象者ニーズの把握及び既存地域支援機関等の連携可能性の分析」 
 （協力：静岡市ひきこもり地域支援センター「DanDan（だんだん）しずおか」） 
 「静岡市就職氷河期世代向け就職促進業務・地域別個別相談会 相談内容及び対応記

録(抜粋)」(協力：静岡地域若者サポートステーション)
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2 事業骨子 

 

2.1 「１ 事業の背景」の分析結果から導き出される８つの解決手法 

 

前章「１ 事業の背景」の分析結果から、静岡モデルの解決策と、それより導き出され

る８つの解決手法を以下の通り設定する。 

 

 
国の現状と 

静岡市の現状 
 

静岡市の現状から 

見えてきた課題 

先行事例 

からの考察 
 静岡モデルの解決策 

Ａ）支

援体制 

（静）ニーズに沿った丁寧

な支援をしている。 
→

既存支援機関の支

援員は多忙で余裕

がない。 

 

→ 
支援人材育成機会の創出

による裾野の拡大 

 
（静）既存支援機関は組織

間で連携している。 
→

実効性のある支援

体制が整備されて

いない。 

就労支援事業と産業支

援事業間での情報共有

を行う。 

→ 
新規協議会の体制構築と

プレイヤーの増強 

    
「ノーマライゼーショ

ンという言葉のいらな

いまちづくり」 

→ 
再チャレンジできる信頼

のコミュニティの醸成 

B）意

欲向上 

（国）自信をつけてもらう

ためのプログラムや、就労

への内発的動機を高めるた

めのプログラムがあまりな

い。 

（静）厳しい環境での負の

体験で消極的になった。 

→

前を向くきっか

けとなる機会が

ない。 

社会との関係性を回復

し、その人となりの働

き方を実現する。 

→ 
自分のストーリーを再編

集する場の提供 

    
 

→ 
負の記憶を乗り越えられ

る機会の創出 

 
（静）ひきこもり期間が長

いほど就労意欲は低い。 
→

就労だけがゴー

ルとされてい

る。 

 

→ 
就労への第一歩としての

社会参画の提案 

    
 

→ 
新しい多様な働き方に出

会う機会の提供 

Ｃ）技

能向上 

（国）無償かつオンライン

での基礎的社会人スキルや

スキルアップのための学び

の機会の提供があまりな

い。 

（静）経験不足のため正規

への転換が果たせない。 

→

継続的に学ぶこ

とができるツー

ルがない。 

 

→ 
能力開発プログラムの提

供 

Ｄ）就

労支援 

（国）正規雇用だけでな

く、フリーランス、起業、

地域参加やボランティアな

→

多様な働き方が

許容されにく

い。 

人財不足の事業所に対

する人財マッチング、

経営支援や必要に応じ

→ 
市内企業への受け入れ体

制の促進 
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ども含めた”複業”、NPOや

ソーシャルビジネスへの就

業など、新しい働き方、社

会参画のロールモデルの提

示があまりない。 

（静）自分のペースで働く

ことを希望する方もいる。 

て新しい仕事の創出を

行う。 

    

本人の働く選択肢を狭

めないための適切な支

援機関へのリファーを

行う 

→ 
市民・NPO＋企業等の

サポートの輪の形成 

 
（静）再就労後に短期間で

辞職してしまう人がいる。 
→

就労後のケアを

する機関がな

い。 

 

→ 
キャリアカウンセリング

の機会の創出 

Ｅ）ア

ウトリ

ーチ 

（静）就労準備や支援相談

を主体的に進められない。 
→

伴走支援が行き

届いていない。 

 

→ 
潜在的な要支援者への草

の根支援 



28 

 

＜8 つの解決手法＞  

 

静岡モデルの解決策 静岡モデルの解決手法

再チャレンジできる信頼のコミュニティの

醸成

解決手法１

解決手法２

“再チャレンジ支援講座”の確立とその実証実験

の実施

“再チャレンジ支援講座”のフォローアップ・プ

ログラムの確立とその実証実験の実施

自分のストーリーを再編集する場の提供

負の記憶を乗り越えられる機会の創出

キャリアカウンセリングの機会の創出

能力開発プログラムの提供 解決手法３
就労に向けたスキルアップ支援プログラムの構

築とその実証実験の実施

支援人材育成機会の創出による裾野の拡大

解決手法４
就職氷河期支援を行うことのできる人材育成プ

ログラムの確立とその実証実験の実施

市民・NPO＋企業等のサポートの輪の形成

就労への第一歩としての社会参画の提案

解決手法５

起業、フリーランス、NPO・ソーシャルビジネ

ス、社会的就労・中間的就労などの多様な働き

方や社会参画の出会いの場づくり
新しい多様な働き方に出会う機会の提供

新規協議会の体制構築とプレイヤーの増強 解決手法６

庁内関係部署や連携プラットフォームの構築と

推進庁内関係部署やあらゆる関連機関を巻き込

んだ形での全員参加型の支援プラットフォーム

の構築

市内企業への受け入れ体制の促進 解決手法７
プログラム実施後の就労を促すための、既存の

就労支援機関や企業等との連携

潜在的な要支援者への草の根支援 解決手法８
支援対象者、支援者など関係者に向けた広報展

開
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2.2 ８つの解決手法を実現する静岡ビジョンと、ビジョンの実現に向けた展開 

 

＜事業理念＞ 

 

 

就職氷河期世代が就職や社会参加の再チャレンジに結びつくように取り組むとともに、

SDGs の観点から市内企業における人手不足の解消の一助となることを目指す。 

 

＜事業概要＞ 

⚫ 就職氷河期世代を始めとして、生活環境や仕事に不安を抱く現在、誰もが人生<ライ

フ>の再編集/再設計を図ることにより、自分の人生に自信の持てるような想いを形作

り<デザイン>、多様な生き方・働き方につながれる場<ビレッジ>において、誰にも

居場所と出番がある未来を描ける先駆的事業モデル…「ライフデザイン・ビレッジ」

創造。 

 

⚫ 誰一人取り残さない SDGs 精神の具現化としてのダイバーシティ（施策）と、人生

100 年時代に望まれる“ライフシフト”の展開形としてのリカレント教育（施策）、その

実践としての社会的就労と社会的参加が導く市民協働/共助（施策）の観点から 、誰

もが“再チャレンジ” により様々な課題解決を果たす新たな時代のひとづくり/まちづ

くり（地方創生）の取組み…「再チャレンジ都市宣言」へ。 

 

＜事業内容＞ 

 

 

自己のアイデンティティや肯定感を再定義しながら実用的な仕事のトレーニングもできる

「社会的居場所」であり、一般就労マッチングだけでなく、ソーシャルビジネスや NPO

等でも協働/共助できる社会的就労や社会的参加も創発するプラットフォームともなるよう

な、従来の就労支援環境に不足していた新たなサードプレイス的な機能として創設する。 

注：サードプレイス（用語集※４参照） 

 

 就職氷河期世代を中心にして、自信の持てる人生の再編集/再設計により想いを形

にする「物語マトリクス理論」（梅本龍夫・慶大教授による）等をベースにアプ

誰もが何度でも自分のままで再チャレンジできるまち、静岡（仮） 

就職氷河期世代を始めとして、誰もがライフデザインにより想いを形にする協働/共助を

生む、“生き方・働き方 再チャレンジ工房” 「ライフデザイン・ビレッジ」の創設 
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ローチする「ライフデザイン・ワークショップ」を軸とする。ワークショップか

らの展開としてダイアローグ（対話）や起業、リモートワーク、NPOへの就業等

多様な働き方（ロールモデル）の紹介機能も用意することにより、多様な生き

方・働き方に再チャレンジできる環境を整備する。 

 

 合わせて、寄り添いつなぐサポーターの役割が担える「ライフデザイナー」の人

材育成も図る。 

 

 就職氷河期世代に対するリカレント教育として、オンラインでIT関連スキルを身

に着けることで新たな出番をつくる「SkillsBuildステーション」を開設する。 

✓ 日本IBM社が社会貢献として提供するグローバルIT教育プログラム

「SkillsBuild」により、無償で実用的なデジタル・スキルや社会人基礎力等

を身に着けるべく集中的に学べトレーニングできる学習拠点を設ける。 

✓ Webデザイナー等の専門職に就くことも視野に入れ、同社のボランティアに

よるコーチング・サポートを受けることも可能。 
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3 具体的事業展開 

 

3.1 事業全体像 

 

 

＜コンセプト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜キャリアデザイン就職支援＞からライフデザイン＜理想の人生のプランづくり＞へ 

ライフデザイン・ビレッジは、就職氷河期世代の「居場所」であり、 

新しい生き方を知る「学びの場」であり、静岡市の多様な仕事との「出会いの場」であり、 

いままで想いつきもしなかった新しい「人生をデザインする場」です。 

ライフデザインはひとりでするものではありません。 

信頼できる他者とワイワイと楽しくおこなう共同作業によって、 

「最高の自分、理想の人生」の可能性がいくつも生まれます。 

人生は未知の世界への冒険です。 

その旅を、ライフデザイン・ビレッジにいる新しい仲間と始めませんか？ 

 



32 

 

3.2 個別事業内容 

 

3.2.1 解決手法１：ライフデザイン・ワークショップ 

 

＜事業目的＞ 

 

起）自分の可能性に気づく（自分の価値観を知る）⇒ 

承）他の人の“可能性”を探す 

（他の人の価値観を受容する 

≒自分の“常識”の枠を外し新しい視点で物事を見る）⇒ 

転）“可能性”を具体化する 

（関係性を築く/意味づけを共有する≒影響を受ける/影響を与える  

双方の体験を得る）⇒ 

結）新しい“可能性”を実装する（協働して“価値”を具体化する 

≒新しい「役割」を地域に見いだし、試す） 

 

上記４つのステップを体験し、自分自身、仲間、地域に誇りを持って生きている状態 

≒自己肯定感を高く持てる暮らしを続けられる状態を目指し、社会参画や就労・就職、 

新たな働き方への意欲向上に寄与する。 

 

＜就職氷河期世代への工夫や有用性＞  

この世代で支援が必要な層には、自己肯定感が低いことが分かっており、古い価値観に

縛られた呪いを解く経験を持つ必要がある。そのためには、他者との関係性を築き、自己

の人生に対する「解釈」を変える必要がある。 

このプログラムは、自分の可能性や価値観に気づき、他者の可能性や価値観を受容する

ことにより、人生には正解がなく無数の「解釈」があることに気づき、自分の人生を新た

な価値観で見直すことができるようになる。その上で、自分の未来のありたい姿を他者と

共有しながら、人生はいつでもデザインしなおす（創る）ことができると考え、自己肯定

を取り戻す機会となる。 
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＜事業概要＞ 

 

◆ プログラム全体像 
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◆ プログラム概要 

 

 

 

１ 自分の“可能性”に気づく
＜“自明の世界”を認知する＞

０ “理念”を理解する
＜目指したい世界を共有する＞

【受講対象者（主に届けたい人）】
・行政関係者
・福祉施設職員、社協・関係NPO職員、ケースワーカー、民生委員 等から希望者
・シチズン・カレッジの受講生、卒業生、及び関心をお持ちの方から希望者

２ 他の人の“可能性”を探す
＜“混沌の世界”を想像する＞

【アウトプット（成果目標）】
・プログラム実施前の定性調査結果（特に自己肯定感の尺度でBefore
／Afterを測るための基礎情報）

・ライフストーリーを聴きだすための、静岡に適したスタイル（ノウハウ）
の抽出と聴き手の育成
・モデルとなりうる「エピソード」事例の獲得または候補リスト

★自分の価値観を知る
（≒物事の見方／認識の仕方の現状を知る）

【提供プログラム（内容）】 ＜パーソナリティの発見＞
1－①アート作品を通じて「認知」の癖を体感する
1－②これまでの人生をグラフ（ライフ曲線）で表す
（プラスとマイナスと感じた背景を思い起こす…）
1－③エピソードを抽出する
（プラスを中心にまとめる）

★ライフデザイン・ビレッジに興味を持ってもらう

市民それぞれに役割があり、自分自身と街に誇りを持って
生きている状態に！
（≒自己肯定感を高く持てる暮らしを生涯続けられる街）

【提供プログラム（内容）】
０－①市長の熱い想いの共有

＊“困難な時期”から立ちあがる“エピソード”などを背景に
「まちづくりはひとづくり」の理念を紹介

０－②「静岡」の未来の物語を作るという理論的背景の説明。
＜物語マトリクス理論＞の紹介
０－③シチズン・カレッジとの協働の意図

★他の人の価値観を受容する
（≒自分の“常識”の枠を外し新しい視点で物事を見る）

【提供プログラム（内容）】 ＜通過儀礼と社会＞？
2－①他人の意見と自分の意見の違いを面白がる
2－②対話（≒インタビュー）の手法を学ぶ
（1－③のエピソードを協働で深堀する）
2－③対話により「社会課題」を解く ＜ケーススタディ＞
（「正解」ではなく「納得解」を創り出す）

他者との比較から社
会への接続、すなわ
ち関係性の中ある自
分を理解する…

Unlearning Reframing

★関係性を築く／意味づけを共有する
（≒影響を受ける／影響を与える 双方の体験を得る）

【提供プログラム（内容）】 ＜英雄の旅＞？
3－①多種多様な人（エピソード）との出会い
→ 将来に向けた自分のストーリー（≒理念）作り

3－②実現に向けて必要と思う／今できることを抜き出す
→ 磨く部分、加えるところなどを具体化する

（必要なスキル、リソースの確認）
3－③協働できる相手を探す

４ 新しい“可能性”を実装する
＜“秩序の世界”を共創する＞

３ “可能性”を具体化する
＜“創発の世界”を表現する＞

【受講対象者（主に届けたい人）】
・就職氷河期世代の当事者
・「ライフデザイン・ビレッジ」に共鳴いただく市民、家族（希望者）

５（V） 自分達で立つ
＜理念が実現する意図と仕組みが継続する＞

★協働して“価値”を具体化する
（≒新しい「役割」を地域見いだし、試す）

提供プログラム（内容）
4－①能力向上のためのリカレント教育
（＊シチズンカレッジと連携）
4－②地域での「役割」を担う（トライできる）機会
（＊インターンシップに似た機会）
4－③実践ストーリーを発表する場
・行動したことに対する好意的な評価を得る場）

＋ 必要に応じて何度でも

✓ライフデザイナーとして振り返りとエピソードを共
有する場も設ける

★まちづくりは人づくりの実態として「ライフデザイン・ビ
レッジ」が静岡市で機能し始める

（≒外部からも具体的な活動として見える形になる／継
続的な活動として支える人と仕組みが出来る）

１ 自分の“可能性”に気づく

２ 他の人の“可能性”を探す

３ “可能性”を具体化する

４ 新しい“可能性”を実装する

＊いつでも、何度でも、試せる！

【アウトプット】
・リアルな進路決定事例

・自己肯定感の変化を中心とするプロ
グラムの効果測定結果
・ライフデザイナーの育成事例
→三年次の社会実装に向けた必要要件
とノウハウの獲得

Defining

Prototyping

「理念」を新しい英
雄像として描き、そ
こに向けての道筋

をバックキャスティ
ングする…
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＜進め方（体制）＞ 

 プログラム開発 

一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワークが、プログラムのビジョン（ライ

フデザイン手法）の開発者である梅本龍夫氏（慶応義塾大学大学院政策・メディア

研究科特任教授、スターバックス・コーヒー・ジャパン立上げ総責任者）やキャリ

ア・コンサルタント等の協力を得て開発。 

 プログラムの検証 

令和 3 年度、4 年度にわたり、広く就職氷河期世代に募集を図り、講座を展開す

る。講座終了後に受講者アンケートや講師へのヒアリング等を行い、プログラム改

良を図る。 

今年度は、継続的に実施した場合のスパイラルな展開を、被支援者の本格的な参加

によって検証する。具体的には、このプログラムを体験した後の被支援者ごとの進

路フローがどのようなかたちで進むかを検証し、他のプログラム（ライフデザイ

ン・ダイアローグ、働き方カフェ、SkillsBuild）や既存支援機関との連携がスムー

ズに進むか、そのフローの課題等を検証していく。 

 

＜令和 3 年度の検証ポイント＞ 

ライフデザイン・ワークショップを核として、ライフデザイン・ビレッジの他のプログ

ラムや既存支援組織との連携がスムーズに進んだかどうかを、以下のような想定から検証

する。 

想定１．体験後、すぐに自分の進路がみつかり、就職活動に移った。既存支援機関への連 

携を図りフォローしていく。 

想定２．体験後、さらにそこで知り合ったメンバーと、「ライフデザイン・ダイアロー

グ」や「働き方カフェ」への参加に進んだ。 

想定３．体験後、自分の職能スキルを身に着けるべく、「SkillsBuild」や他の支援機関な 

どの能力開発プログラムを受講する道に進んだ。 

想定 4．体験後、何度も異なるメンバーによるライフデザイン・ワークショップを経験 

し、積極的に社会参画を重ね、他者との関係性を築き、仲間ができた。 
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3.2.2 解決手法２：ライフデザイン・ダイアローグ 

 

＜事業目的＞ 

ライフデザイン・ワークショップ受講者を対象としたフォローアッププログラムであ

り、かつ、このプログラムからの受講も可能な、今までにない“キャリアカウンセリン

グ”を実現する。 

 

＜就職氷河期世代への工夫や有用性＞  

このプログラムは、自己肯定感の低さが特徴となっている就職氷河期世代へ、ありのま

まの自分が肯定される経験（負の記憶と思い込んでいた出来事が他者の多用な価値観を通

じて、様々な気づきを与えてくれることにより、正の記憶≒積極的に受け止められる記憶

に転換していく場、さらに個々人がありのままの自分であることが尊重される場）を経て

もらい、これからの自分の進路を積極的に考えていくことを可能とする。特に、少人数、

かつ継続的に、できるだけ同じメンバーで行うことにより、人との信頼関係を築きなが

ら、社会参画・就労へ自ら向かうことができるようなプログラムとして設計・改良してい

く。 

＜事業概要＞ 

 

定義   就職氷河期世代、地域の支援人財、被支援者が小グループで対話を重ね、 

     対話を通じて、自らの人生を再定義、解釈しなおし、自分の人生をデザイン 

     していくプログラム 

      

     自分のライフレコード（生きてきた記憶）において、未来を描きにくい理由と 

     なっているコト（負の記憶）が、他者との関係性や価値観の受容を通じ、 

     別の意味＝新しい価値観にもとづくライフレコードに書き換えられる状態。 

     小さな発見、気づきを重ね、「自分自身を知る」＝自分自身もまた汲み尽す 

     ことのできない他者として理解する状態。 

      

     オープンダイアローグ（用語集※３参照）を提唱するオープンダイアローグ・ 

ネットワーク・ジャパン「対話実践のガイドライン」を参考とした、対話実践 

型プログラム。被支援者とサポーター、基本 4 人 1 組で１~2 時間の対話を行 

う。 

 

オープンダイアローグという手法は、対話の目的を問題の解決とせず、対話それ自体と

しており、変えようとしていないからこそ起きる変化、勝手に起きる変化≒改善を副産

物としている。 

定義 

Goal 

手法 
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【ライフデザイン・ダイアローグの原則】 

 

１．対話を続けるだけでいい~解決を目指さない、対話それ自体が目的 

 

２．計画は立てない~答えがない、不確かな状況に耐える 

⇒被支援者を予測の型にはめようとしない 

 

３．個人でなくチームで行う 

⇒被支援者とその人間関係、ネットワークを修復する。話題が拡がり、 

対話の継続性が高まる。 

 

４．リフレクティングの時間をもつ 

サポーター3 人で被支援者について話し合う場を持ち、被支援者はその話を観察しても

らう。時にサポーターと被支援者の垣根を取り払い、それぞれのライフレコードについ

て、残りの 3 人が意見や感じたことを話し合い、それを後の 1 人が観察する形をとる。

被支援者や観察をする側は、他者の視点や他者からのアドバイスを聞きながら、自分が

主体的に判断していいという余裕、余白、スペースを回復していくことが可能となる。 

 

５．ハーモニー(調和)ではなくポリフォニー（多声性）を目指す 

⇒他者は、自分とは決定的に違うし、他者を自分と安易に同一化することは間違ってい

るという認識をもつ。自分の考えに相手を「同一化」させようと説得、尋問、叱咤激

励、アドバイスをするのではなく、対話する＝自分と相手がいかに違っているのかを理

解し受け容れる、ということ。 

 

＜進め方（体制）＞ 

・ プログラム開発：ライフデザイン・ワークショップの「智慧の車座」（4 人 1 組でのライ

フレコードについて話し合う時間）、および、「オープンダイアローグ」を学ぶ勉強会を

支援者と共にもち、実際の担い手となる支援者と共に実践の場をもちながら創り上げて

いく。 

・ プログラムの検証：令和 3 年度、4 年度にわたり、希望者を募り、実践を重ねていく。 

 

＜令和 3 年度の検証ポイント＞ 

・ プログラム内容の狙いに対する的確さ 

・ 支援者のスキル向上 

 

注：オープンダイアローグ（用語集※3 参照） 
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3.2.3 解決手法３：SkillsBuild 

 

＜事業目的＞ 

 被支援者のスキルと経験の不足を補う「学びの機会」の提供 

 就労に向けたスキルアップ支援プログラムの提供 

 完全オンラインによる、時間や場所にとらわれない学びの機会の提供 

 3 つの支援対象者のうち、特に②③に求められる完全在宅でのスキルアップ機

会の提供 

 

＜就職氷河期世代への工夫や有用性＞ 

前章の事業背景の分析結果から、求職者及び企業側に以下のニーズがあることが

読み取れる。 

 求職者：就職氷河期世代は非正規雇用として基礎的な社会人スキルやスキル

アップのための学びの機会を得ることができず、それが正社員への道を阻む

ことにもなり、負のスパイラルに陥っている状況であることがうかがえる。 

 企業：就職氷河期支援の施策として、「就業者向けの研修・職業訓練を実施

して欲しい」という国や自治体に対するニーズがある。（特に中小企業を中

心に、自社で社員研修を行う体力がないことが原因ではないかと推測され

る。） 

これらのことから、どのような職につくにしても 21 世紀の必須スキルであると

言われる IT スキルや、ビジネス・マナーなどの社会人基礎スキルを身に着ける機会

を無償で提供することは、非常に有用であると考える。 

また集合型でないオンラインでの学習プログラムの提供は、現在の就労や生活ス

タイルが多岐にわたる可能性のある就職氷河期世代の方々に対し、好きな時に好き

な場所で学習することを可能とするものである。 

 

＜事業概要＞ 

 

◼ SkillsBuild とは 

 日本 IBM 社が社会貢献事業として世界各国で展開している社会貢献事業とし

てのオンライン学習プログラム SkillsBuild の展開 

 ID とパスワードを登録することで、1 コマあたり主に 5 分～20 分程度の動画

講座を、PC やモバイル端末を活用しウェブサイト経由で、いつでもどこでも

視聴し、学習することができるものである 

 報連相やチームとしての仕事術などの社会人基礎力、マイクロソフトオフィス

等の PC スキル、zoom 活用法等リモートワーク手法など基礎的なものから、
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プログラミング、サイバーセキュリティ、ネットワーク管理者等の専門技能ま

で、約 450 の日本語講座から興味のあるものを選択して学習することができ

る。（英語での講座を含めると常時アップデートされているものの、講座数は

数千を超える） 

 

オンライン学習
プラットフォーム

▪ 運営パートナー、インダスト

リー・パートナーと協業した就

労支援

▪ インターンシップ

▪ IBM関連企業の求人紹介

社会的企業など
によるサポート

学んだ知識を
身につけるための
コーチング・体験学習

プログラムの参加者

▪ プロジェクト演習

▪ コミュニティ

▪ Webinar

▪ 1on1コーチング

▪ プログラムの参加者募集

▪ プログラムの参加者の特性に合った

–学習コース・講座の組み立て

–体験学習の企画

–伴走支援

▪ ビジネスに必要な知識
コミュニケーション、コラボレーション、
課題解決など

▪ IT基礎知識
IT基礎、OAツール、
最新テクノロジー紹介など

▪ IT専門知識
サイバーセキュリティー、
AI、プログラミングなど

日本IBMのコンサルタントが
日本において需要の高いITスキルを
調査・分析し、日本独自の

学習コースを追加

就労につながる学びの提供

求人紹介、インターンシップ紹介

社会的課題解決の専門組織と組むことで日本

におけるソーシャル・インパクトを生み出す

日本の職場を想定した

演習メニュー

日本IBM社員ボランティアによるサポート

就労支援

SkillsBuild 4つの柱
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ビジネス・社会人基礎
• マナー・礼儀
• 文章力/プレゼンテーション
• 基礎会計知識
• 前に踏み出す力
• 考え抜く力
• チームで働く力
• 振り返り能力

デジタル基礎
• Microsoft Office 
• ネットワーク基礎
• データベース基礎
• ハードウェア基礎
• セキュリティー基礎
• ソフトウェア基礎
• プロジェクト・マネジメント基礎
• システム基礎
• アルゴリズム基礎
• ITトレンド（クラウド/ AI/ IoT/
ブロックチェーン/DX）

サイバーセキュリティー専門家

Linuxシステム管理者

IBMデジタル・バッジによりスキル習得を証明

実際の資格の取得が可能（受講料免除）
* IBM、アイ・ラーニング、Courseraなどが提供。

コアスキル* 職種別コース（グローバル共通）* Udemy提供コンテンツ

AI
クラウド・

コンピューティング

量子
コンピューティング

バーチャル・
コミュニケーション

デジタル・
トランスフォーメーション

英語

カスタマーサービス担当者

Webデベロッパー

オンライン学習コンテンツ

IT専門知識*

プログラミング言語（Java, HTML, COBOL）

データ・アナリスト

マインドフルネス履歴書の書き方

クラウド・コンピューティング

MS Office

データサイエンス

UXデザイン

プログラミング言語
(Python, JavaScript, C#等)

語学
（英語、仏語、中国語）

アプリ開発

財務

リーダーシップ

マーケティング

マネジメント

コミュニケーション

プロジェクトマネジメント

アジャイル

プロジェクトマネージャー

Webデザイン

AI
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◼ SkillsBuild の提供手法 

 SkillsBuild プログラムは、日本 IBM 社が各国の主要な公的機関をパートナーと

して選定し、パートナーを通じ、社会的支援を必要とする方々に限定し、無償

で提供をしている 

 日本においては、一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク（SBN）が

パートナーとして選定され、「出産や育児等で職を離れたものの復職を希望し

ている女性」、「就職氷河期世代」、「コロナ禍で働くことになんらかの支障が生

じている方々」の３つの社会的支援を必要とする方々を対象に、2020 年 7 月よ

り SBN のネットワークから全国 23 の NPO 等との連携のもと SkillsBuild の提

供を図っている。 

 

◼ 当事業における展開 

 当事業では、現在約 450 の SkillsBuild プログラムの中から静岡市内の就職氷河

期世代の方々を対象に、ふさわしいプログラムを選定し、おすすめコースとし

て推薦する形でのプログラム提供を図る 

 当事業において経済団体や個別企業との連携を進めていく中で、ゆくゆくは就

職氷河期の就業可能性の高い企業ニーズに沿ったプログラムコースを組み立

て、おすすめコースとして提供してくことを想定している 

 質問はウェブサイトのフォームを経由する形で常時受け付けを行い、SBN また

は日本 IBM 社の SkillsBuild 担当者が回答する 
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＜進め方（体制）＞ 

 プログラム開発 

一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワークが、日本 IBM 社の SkillsBuild

担当者への相談の上、当事業にふさわしいコースを組み立てる。 

 プログラムの検証 

令和 3 年度、4 年度にわたり、広く就職氷河期世代に募集を図り、プログラム

を提供する。常時、ウェブサイトのフォームを経由する形で質問を受け付け

SBN または IBM の SkillsBuild 担当者が回答。講座終了後に受講者アンケート

やを行い、プログラム改良を図る。 

 

＜令和 3 年度の検証ポイント＞ 

 コースの的確さ 

 サポートの的確さ 

 オンライン集合学習の可能性の追求 
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3.2.4 解決手法４：ライフデザイナー・カフェ 

   

＜事業目的＞ 

 就職氷河期支援プログラムを実施することのできる人材の育成 

 様々な形で就職氷河期の方々を応援する支援者の発掘とネットワーキング 

 就職氷河期の方々を応援し続けることのできる仕組みの構築 

 事業終了後の自立化を視野に入れた、市民による自発的な就職氷河期支援にス

キームの構築 

 

＜就職氷河期世代への工夫や有用性＞ 

 被支援者にとって、多様な人々（ライフデザイナー）との出会いの場となるた

め、バラエティあふれる生き方・働き方・価値観に触れ、自分ひとりでは気づ

くことのできなかった新しい考え方や可能性に気づくことができる。 

 多様な人々（ライフデザイナー）との出会いは、既存の就労支援組織の専門性

の高い支援員による支援とは異なり、支援する側される側の垣根を超えた気楽

な相談の場となる。 

 

＜事業概要＞ 

◆ 事業骨子 
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◆ 事業内容 
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※イラスト部分拡大 
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＜進め方（体制）＞ 

 プログラム開発 

一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワークが、プログラムのビジョン

（ライフデザイン手法）の開発者である梅本龍夫氏（慶応義塾大学大学院政

策・メディア研究科特任教授、スターバックス・コーヒー・ジャパン立上げ総

責任者）やキャリア・コンサルタント等の協力を得て開発。 

 プログラムの検証 

令和 3 年度、4 年度にわたり広く市民に呼びかけライフデザイナー希望者を募

集。「ライフデザイナー・カフェ（育成講座）」を受講して頂き、人材育成を図

る。各年度末に受講者に対するアンケート調査を実施し、意見をもとにしたプ

ログラムの改良を図る。 

 

＜令和 3 年度の検証ポイント＞ 

 想定される募集対象と規模 

 募集手法の的確さ 

 プログラム内容の的確さ 
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3.2.5 解決手法５：働き方いろいろカフェ 

 

＜事業目的＞ 

 新しい多様な働き方に出会う機会の提供 

 就労への第一歩としての社会参画の提案 

 社会的就労への緩やかなマッチングの機会の提供 

 

＜就職氷河期世代への工夫や有用性＞ 

 「終身雇用」、「偏差値至上主義」等のロールモデル（先輩や上司）を目にしな

がらも、自身はバブル崩壊等を背景とし、多くは良しとされてきたロールモデ

ルのレールに乗ることができなかった就職氷河期世代。 

 「（少数の）勝ち組・「（大多数の）負け組」といったラベリングによって、評

価や幸福感は自身の手の中にはなく、常に外部評価にゆだねる形となってしま

っていることが、自己肯定感を低めることへとつながっている。 

 この事業は、リモートワーク、起業、フリーランス、NPO、ソーシャルビジネ

ス等、多様な（良しと誤解されてきた“ただ一つの”旧来型のロールモデルでは

ない）働き方を実践している方々との出会いの機会をつくることで、就職氷河

期世代の方々が、一つのロールモデルにとらわれる必要がないことに気づき、

自己評価や幸福感についてとらえ直すきっかけをつくることを可能とするもの

である。 

 

＜事業概要＞ 

 リモートワーク、起業、フリーランス、NPO、ソーシャルビジネス等、多様な

働き方を実践している方（講師）の話を聞いたり、質問したりすることのでき

るセミナー 

 2 時間のセミナーのうち、前半は講師による働き方や、生き方・働き方に関す

る考え等の紹介、後半は質疑とディスカッションで構成される 

 本来的にはリアルな場で、少人数で講師を囲み、飲食を伴うくつろいだ雰囲気

の中での展開が望ましいが、コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、実証実

験期間中はオンラインにて開催する 

 前半の講師の話は録画し、アーカイブとしてウェブサイト等で公開することを

想定 

 

（展開イメージとしての参考：シニアを対象に展開した「働き方いろいろカフ

ェ」類似展開）※「丸の内プラチナ大学」「Social SHIFT テーブルコース」） 
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＜進め方（体制）＞ 

 プログラム開発 

一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワークが、自身の全国約 200 社のソ

ーシャルビジネスや NPO 等、多様な働き方を行う事業者ネットワークを生か

しこれまで展開してきた類似の講座をもとに、当事業により有用な形で改良す

る。 

 プログラムの検証 

令和 3 年度、4 年度にわたり、広く就職氷河期世代に募集を図り、講座を展開

する。講座終了後に受講者アンケートや講師へのヒアリング等を行い、プログ

ラム改良を図る。 

 

＜令和 3 年度の検証ポイント＞ 

 プログラム内容の的確さ 

 講師の的確さ 

 展開手法の的確さ 
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3.2.6 解決手法６：連携プラットフォームの構築 

 

＜事業目的＞ 

 実効性のある就職氷河期支援体制の整備 

 氷河期支援プレイヤーの増強 

 市民、NPO、企業等、多様なサポートの輪の形成 

 潜在的な要支援者の発掘 

 

＜就職氷河期世代への工夫や有用性＞ 

 多様な支援組織の連携により、就職氷河期支援の 3 対象者全てにわたり、偏

りのない支援を行うことが可能となる。 

 各支援組織の情報共有が促進され、より適切で重層的な支援を行うことが可

能となる。 

 相談から就業（社会参画や進路決定等含む）までのワンストップサービスが

実現される。 

 企業等へのマッチングの機会となることに加え、求職者が求めている就業体

験や見学の機会創出につながる。 

 広報や募集等の効率化が図られることにより、より多くの要支援者に情報を

届けることが可能となる。 

 

＜事業概要＞ 

 市庁内関係者会議の開催 

 各支援機関への連携可能性に関するヒアリングや協力依頼の実施 

 関係者を対象としたプログラムデモンストレーションの実施と意見収集 

 連携プラットフォームの設置 

 連携プラットフォーム推進会議の実施 

 担当者によるビジョン等検討会議の実施 
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◆ 事業展開イメージ 

 

◆ プラットフォーム構成員 

～誰もが何度でも、自分のまま
～

就職氷河期
世代を

中心とした
再チャレンジを

目指す
全ての市民

• 政策立案
• 関係者間の調整 等

市役所
再チャレンジを応援する

全員参加型社会のプラットフォーム

～生き方働き方 再チャレンジ工房“
ライフデザイン・ビレッジ“

企業／
経済団体・商工団体

• 就業体験・見学や
就労受け入れ、
• 業務発注等への協力 等

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
へ
！

シチズンカレッジ
NPO支援センター 等

• 再チャレンジを
支援する各種講座の
実施支援
• 社会参画機会の提供
への協力 等

学習、マッチング
拠点

サポステ
ジョブステ
ハローワーク
等
就労支援組織

• 相談業務
• 伴走支援
• キャリア
コンサルティング
• 就労マッチング 等

就労支援拠点

その他のパートナー組織や
協力組織、キーパーソン、

キャリアアドバイザー
（プロボノ）など

地方紙、ＣＡＴＶ等
地元メディア

• 支援者募集
• 広報・PR協力 等

ＮＰＯ／商店など

• 就業体験・見学や
就労受け入れへの
協力 等

～誰もが何度でも、自分のままで
再チャレンジし続けることができる

まちづくりを目指して～

市民の再チャレンジ実現に向け
全ての関係者が有機的に連携

民生委員／教育委員／
地域包括支援センター

• 要支援者の発掘
• 伴走支援 等
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＜進め方（体制）＞ 

 まずは、本事業のビジョンや内容、特に事業の核となる「ライフデザイン」の

考え方や各種プログラム等について関係者の理解を得るための説明会および

「ライフデザイン」手法を体験していただくためのデモンストレーションへの

参加をフックに、プラットフォームへの参画依頼を図る。 

 参画意思の確認後、プラットフォームを設置する。 

 キックオフミーティングを実施。自分事として捉えてもらうことを意図した議

論の場を設定し、ビジョン、事業モデル、事業計画の精緻化を図る。 

 以後、令和 3 年度、令和 4 年度を通じ、定例会を開催し、事業終了後の自立化

に向けたプラットフォームのあり方等を検討する。 

 

＜令和 3 年度の検証ポイント＞ 

 プラットフォーム参画メンバーの確定 

 参画メンバーの協力のあり方や役割分担等の検討 

 プラットフォームのあり方や運営手法等の検討 
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3.2.7 解決手法７：企業連携 

 

＜事業目的＞ 

・ オール静岡市の取組みとして、経済セクターもステイクホルダーとして参画 

・ 「まちづくりはひとづくり」という観点から、再チャレンジの環境を経済的に支援 

・ 中小企業を中心に人手不足の状況を改善し、合わせて経済効果も期待 

 

＜就職氷河期世代への工夫や有用性＞ 

・ 「ライフデザイン」の主旨にも賛同して、就労支援の出口として、就労の受け皿とな

る機能 

・ 正規雇用だけではなく、クラウドワークや起業、NPO などでの社会的就労ほか、多様

な働き方や進路を共創 

・ 段階的な就労プロセスとして、短期就労や有償ボランティアなどの中間的就労ほか、

トレーニングを兼ねたステップアップの協力体制の構築 

 

＜事業概要＞ 

・ 「ライフデザイン」のプログラムを受講後、ハローワークや就労支援組織などの経由

による就労マッチングの推進 

・ 商工団体や経済団体と連携して、企業・団体が複数で被支援者・支援者と協同する共

同説明会やマッチング・イベントなどの開催 

・ トレーニングを兼ねたステップアップの協力体制として、インターンシップや中間的

就労として被支援者を受け入れる仕組みの構築 

・ クラウドワークや起業、NPO などでの社会的就労の可能性を開くような情報提供・ス

キルアップ・マッチングなどの機会の創出 

 

＜進め方（体制）＞ 

・ 商工会議所や中小企業家同友会などの経済団体・商工団体や市民活動センターなどの

中間支援組織に働きかけ、事業の主旨に賛同して協力してもらうべく交渉 

・ 事業推進上、プラットフォームに参画してもらい、継続的な検討により協働できる体

制の構築 

・ 具体的に就労が可能な企業・団体と被支援者・支援者が交流でき、共に理解を深め、

マッチングにつながるような場づくりの推進 

・ プログラム受講からハローワークや就労支援機関などを経由して就労マッチングにス

ムーズにつながるような連携体制の仕組みの構築 
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＜令和 3 年度の検証ポイント＞ 

・ 連携・協働の場づくりにおける量と質 

・ 就労マッチング数やそれによる就労者数 

・ プロジェクトへの参加組織の数と関わり方 
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3.2.8 解決手法８：広報展開 

 

＜事業目的＞ 

・ 持続可能な再チャレンジ・ムーブメント醸成のための情報発信 

・ オール静岡市での取組みとしての広く深い認知度向上 

・ 被支援者、支援者および関係者への幅広いネットワーク構築 

 

＜就職氷河期世代への工夫や有用性＞ 

・ 就職氷河期世代に対するプログラム参加に向けた周知 

・ まだ発掘できていない就職氷河期世代に対するアウトリーチ 

・ 被支援者や関係者に対する事業への信頼感、安心感の醸成 

 

＜事業概要＞  

・ プロジェクト・アイデンティティ（PI）による的確で効率的な訴求 

…プロジェクトのビジョン、ミッション、コンセプト、コピー、サマリーなどの要素を

パッケージ化 

・ クリエイティブなデザインなどによる効果的なプロモーション 

…プロジェクトのネーミング、ロゴタイプ、ロゴマークなどを地元デザイナー他の企画

やスキルを活かして制作 

・ マスメディアを活用した市民に向けたマス広報 

…静岡新聞をはじめとしたマスメディアへのプレスリリースによる告知と継続的な報道

対応としての協力関係の構築 

・ 情報発信ツールによるオンラインでのきめ細かい対応 

…期間限定のウェブサイト構築や SNS 活用による情報発信 

・ コミュニティの場によるネットワーキング 

…ウェブサイトや SNS 上で当事者や関係者が双方向でコミュニケーション可能なネット

ワークづくりができるコミュニティの場の創出 

 

＜進め方（体制）＞ 

・ プロジェクト・アイデンティティの構築 

・ クリエイティブ要素の企画制作 

・ マスメディアに向けたプレスリリースと協力要請 

・ 情報発信ツールの開発と運用 

・ コミュニティ形成 
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＜令和 3 年度の検証ポイント＞ 

・ 静岡市民におけるプロジェクトに対する量的、質的な認知度 

・ 情報発信ツールの活用度 

・ コミュニティを含めた関係者コミュニケーションの量と質 
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4 令和3年度の事業スケジュール 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

受講者募集

講座実施

参加者募集

ダイアログ実施

受講者募集

プログラム提供とサポート

受講者募集

講座実施

受講者募集

講座実施

●

●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

働き方いろいろ
カフェ

プログラムの検討・構築

プログラムの試験運用

プログラムの検証・基本計画への反映（2月末確定）

プログラム開発会議

説明会の実施

デモンストレーションの実施

関係者ヒアリング

事務局運営

ロゴの作成

ウェブサイトの作成

プレスリリース

キャンペーン展開

方針確認・調整

事務局連絡会議

項目 内容

ライフデザイナー・
カフェ

プログラムの検討・構築

プログラムの試験運用

プログラムの検証・基本計画への反映（2月末確定）

スケジュール

ライフデザイン・
ワークショップ

関係者との連携

広報（募集）

SkillsBuild

体制や展開内容の検討

プログラムの試験運用

プログラムの検証・基本計画への反映（2月末確定）

内容

プログラムの検討・構築

プログラムの検証・基本計画への反映（2月末確定）

プログラムの試験運用

ライフデザイン・
ダイアログ

プログラムの検討・構築

プログラムの試験運用

プログラムの検証・基本計画への反映（2月末確定）
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5 事業基本計画について 

 

5.1 基本計画の構成 

 

令和 2 年度策定の事業基本構想の内容をベースに、令和 3 年度、それを更に実装・自走

化に向け拡充すべく組織化や実証実験等を行い、その成果を基にブラッシュアップした内

容により事業基本計画の策定を図るべく、下記のような観点から構成を意図する 

 

A.サービス計画 

 

a.計画の考え方 

 全体的に新型コロナウイルス感染症対応によって遅れが生じている過程にある中で、基

本構想 3.2 個別事業内容にある解決手法 1～5 をベースに、改めて令和 3 年度の集中的な取

組みを通して、それぞれのサービスの意図や進め方の現実性や有効性について、対象への

的確性や組織的な効率等の観点から検証し、実装に適した形態や展開、運営等に関する基

本計画とする 

 

b.計画化に向けた取組み 

主たるサービスに関して協力団体や関係者に向け昨年度実施したデモンストレーション

を、参加できなかった対象に向け 9 月に再度実施し、サービスに関する共通理解を深めた

上で、10 月から 1 月にかけて事業対象者（被支援者）に向けた各サービスの実証実験を実

施、進路決定や就労まで結びつける対応を図り、その実証成果について関係者と検討を進

め、その内容を検討し各サービス内容に反映して基本計画とする 

 

B.組織計画 

 

a.計画の考え方 

 基本構想 3.2 個別事業内容にある解決手法 6・7 をベースに、連携プラットフォームによ

る令和 3 年度事業推進の協力体制に基づき、今後の自走を視野に入れた事業の推進方法や

それを担う運営主体、サポート体制の方策を検討して基本計画とする。現段階では運営主

体の形態について下記のような仮説が考えられる。 

・仮説 1：既存支援団体受託運営型 

 連携プラットフォームに参加している既存の支援団体が事業受託をして運営する 

・仮説 2：複数団体協力運営型 

 連携プラットフォームに参加している既存の支援団体や外部組織、個人が協力する形で

運営する 
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・仮説 3：新規組織設立運営型 

 外部団体等が中心になり、仮説 2 の協力体制をベースにした新規組織を設立し運営する 

 

b.計画化に向けた取組み 

 8 月中に市役所内関係課の担当者、責任者会議において方針確認を行った後、既存支援

団体等、関係組織に呼びかけを進め、10 月中に連携プラットフォームの設立を図り、令和

3 年度事業を参加型で対応する協力体制を構築した上で、更に信頼関係をつくるべく個別

の交渉も経て、できるだけ現実的な運営組織等を考慮し基本計画とする 

 

C.対象開拓（マーケティング）計画 

 

a.計画の考え方 

基本構想 3.2 個別事業内容にある解決手法 6・7 をベースに、対象者（被支援者）に対す

るアウトリーチとして、対象としている三つの層それぞれに対して、未だ十分に把握でき

ていない所在情報やその実態・ニーズ等について、既存支援団体等の関係組織を通して、

また直接的なマス広報や生涯学習機関等による場づくりによってアプローチを進め、その

成果を基本計画とする 

  

b.計画化に向けた取組み 

8・9 月の市役所内関係課、連携プラットフォームにおける共通理解のもと、すでにそれ

ぞれが保有している対象者リストに加え、10 月以降の実証実験等にともなうアウトリーチ

によって新たに加わった情報を整理して、関係者と共有の上、可能な範囲で分析し、その

とりまとめを基本計画とする 

 

D.広報（プロモーション）計画 

 

a.計画の考え方 

基本構想 3.2 個別事業内容にある解決手法 8 をベースに、既存支援団体等の関係組織で

もまだ把握できていない潜在的な対象者（被支援者）等を意図して、新聞・テレビ・SNS

等によるソーシャル・キャンペーン的なマス広報を集中的に行うとともに、その成果を基

に継続的な情報発信や交流が可能な媒体等も検討すべくまとめ基本計画とする 

 

b.計画化に向けた取組み 

8・9 月に事業の理念やコンセプト、内容等についてプロジェクト・アイデンティティ

（PI）としてまとめ、分かりやすく伝えるためのクリエイティブ・デザイン要素も付加し    
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、プラットフォーム設立時にプレスリリースを行うとともにウェブサイトも構築、インタ

ーネット上等でコミュニティ的な場もつくり、そこでの交流や意見交換も活かした形で検

討し、基本計画とする 

 

E.拠点計画 

 

a.計画の考え方 

基本構想 3.2 個別事業内容にある解決手法全体をベースに、各事業の展開内容や運営形

態を精査して、そこで求められる機能や体制により、空間的・時間的な必要要件を明らか

にし、具体的な実施の場所や組織のあり方を検討し、基本計画とする 

 

b.計画化に向けた取組み 

令和 3 年度事業全体の進捗と並行して、現実的な可能性のある空間的・時間的な十分要

件を満たす具体的な情報・材料を収集、実際の展開シミュレーションを進めてみる形で検

討し、基本計画とする 

 

F.収支計画 

 

a.計画の考え方 

基本構想 3.2 個別事業内容にある解決手法全体をベースに、事業全体が持続可能な事業

モデルとして成立し得るかどうかを検討し、コアコンピタンスやブレイクスルーポイント

等を明らかにするとともに、事業可能性の高い大枠の収支モデルを検討し、基本計画とす

る 

 

b.計画化に向けた取組み 

令和 3 年度事業全体の進捗と並行して、事業計画策定の検討ポイントおよび、現実的な

環境与件・社会動向等によるソーシャル・インパクトとファイナンシャル・スキームを意

図して、いくつかの展開ストーリーによる事業シミュレーションを図る形で検討し、事業

可能性を収斂させて基本計画とする 
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5.2 基本計画策定に向けたスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事業計画案の作成

基本計画案のプラットフォームでの検
討

基本計画の確定

関係課担当者会議 ● ●

関係課課長会議 ● ●

関係課局長会議 ●

外部関連機関への呼びかけ

庁内外関係者を対象としたプログラム
デモンストレーション（意見収集）

●

支援プラットフォーム設置 ●

支援プラットフォーム会議 ● ●

支援プラットフォーム担当者協議

ロゴの作成

ウェブサイトの作成

プレスリリース ●

キャンペーン展開

方針確認・調整

事務局連絡会議 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

事務局担当者会議 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

スケジュール

事務局運営

広報活動

基本計画
策定

項目 内容

支援
プラットフォーム

設置運営
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6 中期的なスケジュール 

※KPI①、②については表中、実施事業ごとに記載。 

※KPI③については、協力機関への説明会やデモンストレーションの実施（9月）、推進プ

ラットフォームの設置（10月）などの流れにも合わせ、プログラム受講者が所属する協力

機関（またはプログラム受講者の継続支援にふさわしいと思われる協力機関）の支援員

と、受講後も個別に丁寧で継続的な連絡調整やミーティング等を行うことで、支援員によ

る伴走支援を促し、進路決定や就労へと結び付けていくフォローアップによる実現を目指

す。 

基本構想策定
ステージ

・実態調査

・デモンストレーション

・既存地域リソース
機能強化

1年目

(R2年度)
事業基本計画
策定ステージ

・ワークショップ

・実証事業

・既存地域リソース
機能強化（継続）

2年目

(R3年度)

支援体制
確立
ステージ

・推進体制構築

・導入支援

・既存地域リソー
ス連携強化
（継続）

3年目

(R4年度)

○現時点で想定している事業の試行的実施

【対象】支援機関及び対象者、関係者

【内容】関係者キックオフ

「ライフデザイン・セミナー」

セ
ミ
ナ
ー
（（開
催
）

• 支援側関係者との「静岡モデル」の実証に向

けたワークショップ実施

• 支援対象者向けの「静岡モデル」による プログ

ラム実証実験実施

［対象］支援対象者（関係者）

［内容］

• 「ライフデザイン・ワークショップ」

（ＫＰＩ：８０人）

• 「ライフデザイン・ダイアログ」

（ＫＰＩ：２５人）

• 「働き方いろいろカフェ」

（ＫＰＩ：３０人）

実
態

調
査

○支援ニーズと支援ニーズの把握と分析

【対象】

支援機関、支援対象者、支援対象者の家族

ス
キ
ル
ア
ッ
プ

講
座

○現時点で想定している事業の試行的実施

【対象】支援機関等、

運営パートナー候補団体

【内容】スキルアッププログラム説明会

「SkillsBuild説明会」

人
材
育
成
支
援

○現時点で想定している事業の試行的実施

【対象】支援機関及び対象者、関係者

【内容】「ライフデザイナー」（仮称）育成

「ライフデザイン講座」

• 支援側関係者との「静岡モデル」の実証 に向

けたワークショップ実施

• 支援対象者向けの「静岡モデル」によるプログ

ラム実証実験実施

［対象］支援対象者（関係者）

［内容］

• 「SkillsBuild」

（ＫＰＩ：９０人）

• 支援側関係者との「静岡モデル」の実証に向

けたワークショップ実施

• 支援者向け「静岡モデル」 によるプログ ラム

実証実験実施

［対象］支援者（関係者）

［内容］

• 「ライフデザイナー・カフェ」

（ＫＰＩ：８０人）

推進体制の確立、
本格事業の導入

支援体制
自走化
ステージ

4年目
以降

「ライフデザイン・ビレッジ」の
創設

支援対象者向け講座や企業等
関係者向けセミナーの開催に加
え、人材育成、スキルアップ等と
の連携や対話・交流等、再チャ
レンジの環境を整備する

静岡市のあるべき姿

誰もが何度でも
自分のままで
再チャレンジ
できるまち、
静岡（仮）

既
存
支

援
機
関

と
の
連
携

○支援機関の実施事業の状況や支援ニー

ズ等の把握

【対象】支援機関

• 支援機関の連携可能性の把握

• 既存支援機関との連携促進

［対象］支援機関

［内容］連携プラットフォームの構築と運営

○本格実施に向けた導入支援

・・・組織体制や事業戦略等に

関する推進支援

○計画事業の本格実施（１式）

・・・開業準備を意図した本格

的な試行的実施

基本構想の策定

基本計画の策定
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用語集 

 

※１：プラットフォーム 

利用者と生産者など異なるグループや要素を仲介し結びつけることでネットワークを構築

する基盤、情報、財、サービスなどの交換を可能にするもので、ソフトウェア、ハードウ

ェア、標準規格など多様な形態をとる。もともとは台地などを意味している。プラットフ

ォームは単独では成立せず、コンテンツなどの補完財と一体となってエコシステムを形成

する。 

 

※２：ダイバーシティ 

多様性という意味の英単語（diversity）で、組織マネジメントや人事の分野では、国籍、

性別、年齢などにこだわらず様々な人材を登用し、多様な働き方を受容していこうという

考え方のこと。また、多様な人材がその実力を最大限発揮することができ、正当な評価を

受けることができる企業風土の構築を目指すものでもあり、企業においてはダイバーシテ

ィ経営という言葉で使われる。 

 

※３：オープンダイアローグ 

広く対話のあり方を意味しているが、元々は、フィンランドの西ラップランド地方にある

ケロプダス病院を中心に、1980 年代から実践されてきた精神疾患に対する治療・ケア技

法のことである。具体的には、危機的状況にある相談者の自宅に専門職のチームが赴き，

危機が解消するまで毎日会い続けて対話をする，急性期精神病における開かれた対話によ

るアプローチをいう。 

 

※４：サードプレイス 

アメリカの都市社会学者であるレイ・オルデンバーグ(Ray Oldenburg)氏が 1989 年に発

表した著書『The Great Good Place』内で提唱した言葉であり、自宅(ファーストプレイ

ス)でも職場・学校(セカンドプレイス)でもない、自分にとって心地の良い時間を過ごせ

る第三の居場所という意味。 

ただし、単に居場所があればサードプレイスになるわけではなく、公共の空間で、上下

関係のない人々が自由に会話を交わすことができるという環境で、人々に自尊心を取り

戻させたり精神的なゆとりを与えたりすることのできる場のこと。      



69 

 

参考資料１：主に③社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方に対する実態調査 

 

静岡市ひきこもり地域支援センター「DanDan（だんだん）しずおか」に協力をいただ

き、就職氷河期世代を含む引きこもりの支援対象者の実態調査を行った。 

 

【調査目的】 

就職氷河期世代の支援対象者やその家族へのニーズ把握等実態調査を行い、就職氷河期

世代向けの支援体制構築の可能性を分析する。 

 

【調査期間】２０２０年１１月～１２月 

 

【調査形態】：静岡市ひきこもり地域支援センター「DanDan （だんだん）しずおか」の

支援員が保有する調査対象者の情報をもとに、リモート（zoom）でヒアリングを実施し

た。また、個別ヒアリングについては調査対象者２名に対してリモート（zoom）にてヒ

アリングを実施した。 

 

【調査対象】：静岡市ひきこもり地域支援センター「DanDan （だんだん）しずおか」が

支援をしている就職氷河期世代の支援対象者。（以下、支援対象者） 

 

【ヒアリング人数】：５７名（個別ヒアリング２名、未回答３名） 

 

●平均年齢 

平均年齢 ４１歳 

 

●男女別 年代別 相談者人数 

 合計 ３０代 ４０代 ５０代 

男性 ４１人 １６人 ２４人 １人 

女性 １３人 ５人 ８人 ０人 

合計 ５４人 ２１人 ３２人 １人 

 

 

●平均引きこもり歴 

平均引きこもり歴 １３年 

●平均 DanDan 相談歴 

平均 DanDan 相談歴 ２年３ヵ月 
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●平均回復グレード（対象者本人の社会復帰に向けた回復具合の意識度） 

平均回復グレード ３．８ 

 

●家族構成（現在同居中のもの） 

両親 １１人 

両親、兄弟姉妹 ２１人 

両親、祖父・祖母 １人 

両親、その他親族 １人 

父親 １人 

父親、兄弟姉妹 ３人 

母親 ７人 

母親、兄弟姉妹 ４人 

兄弟姉妹 １人 

独居 ３人 

 

【ヒアリングを行った支援員数】：８名 

 

【全体的傾向】 

・支援対象者の引きこもり期間が長期になるほど、就労意欲は低くなっている。 

・支援対象者の中には、就労を諦めている人は少ないが将来的には何らかの仕事に就きた

いと考えている人が多い。しかし、大半の人は具体的に何をすべきかについて見いだせ

ていない。 

・支援対象者は自己評価が低い傾向があるため、何事にも消極的。それを見直すきっかけ

づくりが必要だと考えられる。 

・また、引きこもり歴が長い支援対象者は、社会との関りが少ないため社会経験が少な

く、就労意欲を高める以外に社会復帰に向けた支援が必要。 

 

【就職氷河期世代の特徴】 

・対人恐怖を感じている人たちが多く、強く対人恐怖を感じている人ほど社会への参加意

欲は低い。 

・会話は積極的にすることはなく、自分の気持ちを他者に伝えるのは上手くない。 

・一度社会に出てから引きこもった人に関しては、就労意欲が極端に低い人もいるのでヒ

アリングで現在の状況を把握する必要がある。 

・経済依存している親世代が高齢化しており、親も支援対象者も将来に危機感を感じてい

る。 
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【質問項目の傾向】①家族構成（本人の性別・年齢）、②引きこもり歴、③DanDan しず

おかでの相談歴、④本人の回復グレード、⑤本人の特徴（疾病歴を含む）、⑥社会的活

動との隔たり感（社会参加への意欲）、⑦就職に対する意欲の有無 その他 

  

① 家族構成（本人の性別・年齢） 

・親や兄弟などとの同居がほとんど、経済的理由もあり一人暮らしは少ない。 

・引きこもりが長期に及んでいるところは、親世代が高齢者になっているところも多い。 

・性別は、男性が多い。 

 

② 引きこもり歴 

・10 代半ばから 20 代半ばに引きこもる人が多く、引きこもり歴が 20 年以上もいる。 

 

③ DanDan しずおかでの相談歴 

・２～４年が多い。ただし、相談歴が長くても本人に面談が出来ていない例も多い。 

 

④ 本人の回復グレード 

・評価が６～７の段階が多い。高い評価の人は次のステップ（静岡地域若者サポートステ 

ーション、しずおかジョブステーションへの紹介などの就労に向けた準備）を踏んでい

る。 

 

⑤ 本人の特徴（疾病歴を含む） 

・精神疾患の傾向がみられる人もいるが、引きこもりのため、病院で検査を出来てない人

もいる。 

・他には、障害者手帳を発行するほどではないと判断された人もいる。 

 

⑥ 社会的活動との隔たり感（社会参加への意欲） 

・全く参加したくないと意思を表明している人は少なく、いつかは社会参加したいと考え

ている人が多い。 

・対人恐怖を感じている人たちが多い。 

・社会と関わることに恐怖を感じている人もいる。 

 

⑦ 就職に対する意欲の有無 その他 

・将来的には就職したいと考えている人達は多いが、就労に向けた準備を進められる人は

少ない。本人も何をすべきか考えられていない。 

・自力で就職活動をするが、断られたのでそこで止まっているという人もいる。 
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【就職氷河期世代の就労意向】 

   

・一度も就労経験がなく、引きこもっている人たちは 10 代から 20 代前半の時に主に対人

関係で学校に行かなくなり引きこもりになった人たちが多い。 

 

・就労を経験しそれが原因で引きこもりになった人たちについては、就職活動の時期が就

職氷河期だったため、思うような就職が出来ず、希望をしていない職場に就職をしてい

る。社員教育を満足にしない、勤務時間が長いなどブラック企業のような就労環境の職

場で働き、体を壊してしまい仕事を辞め引きこもりになる人たちもいる。他には職場で

人間関係をうまく築けず、仕事上の相談などをする相手がいないため、それが原因で辞

めた人たちもいる。 

 

・性格的には、正義感が強く真面目な人が多い。興味のある分野の知識に関しては、専門

的な知識を持っている人たちもいる。 

 

・支援対象者が希望している業種については、対人恐怖を感じている人たちが多いため、

接客などの不特定多数の人と関わる仕事は希望をしている人たちは少なく、人と関わる

ことが少ない仕事に就きたいと希望している。 

 

・一つの物事を始めると、正確さにこだわって進める傾向がある。そのため、商品の袋詰

めや掃除などの仕事をすると評価は高い。ただし、頑固な部分があり、イレギュラーな

ことに対して反応が出来ない傾向がある。 

 

【総論】 

 

・あまり、不特定多数の人と関わらず、一つの物事に集中できる仕事であれば就労の可能

性があると考えられる。興味のある分野であれば、専門的な知識を覚えることはでき

る。圧倒的に社会経験が不足しているので、家など安心できる場所で専門的な知識を覚

え、社会に関わる経験をすることで、就労に向けたステップを踏むことが出来れば就労

の可能性が高まると考えられる。 

 

・一定以上の就労意向が認められる対象者は、然るべき形で自己肯定感を強めモチベーシ

ョンを高くすることができれば、十分に就労や進路決定の道が開けると考えられる。 

そのための対応手法の位置づけで本事業の対象者となり得る層が一定程度、存在すると

思われる。 

 ⇒「ライフデザイン・セミナー」：３名参加、「ライフデザイン講座」：１名参加 
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・不特定多数の人と（直接）関わらず、専門的な知識を持つことで、場合によっては在宅

で就労できる職種として、IT 関連業務には一定程度の関心が認められ、本事業の対象者

となり得ると考えられる。 

 ⇒「SkillsBuild 説明会」：５名が参加 
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参考資料２：主に②長期にわたり無業の状態にある方に対する実態調査 

 

【参考】 

静岡市就職氷河期世代向け就職促進業務 

地域別個別相談会 相談内容及び対応記録（抜粋） 

 

【相談内容】 

専門学校卒業後にゲームライターとして３ヵ月勤務経験あり。その後ゲーム専門誌５ペー

ジ担当データ収集など。静岡に帰ってからは実家で両親と暮らす。予期不安が強く月１回

通院レキソタン服用。ホームヘルパー２級取得。 

【対応】 

自分のペースでできる仕事がしたいというので、得意なことやできそうなことなど話して

もらう。体験就労には積極的な姿勢を見せるので、３月セミナーに誘う。 

 

【相談内容】 

夫の転勤で静岡に来た。都合の良い時間帯の勤務がない。結婚前は歯科助手９年。農園を

手伝ったりしていた。 

【対応】 

夫の勤務に合わせて土日が働けないので、ボランティアなどの情報を提供する。 

 

【相談内容】 

フォークリスト、社会福祉士、ヘルパー２級。ユーチューブを見てパンを焼き、近所の高

齢者に４年間販売。 

アスペルガー精神３級を３０歳を超えてから取得。 

【対応】 

プロ用のオーブンを譲ってもらえる人や、無料で絵を展示できるスペースを求めてボラン

ティアラインに呼びかけた。オーブンはないが案の勉強をさせてくれる申し出や無料スペ

ースの情報が集まった。 

 

【相談内容】 

非正規ではなく正社員として働きたい。今まで正社員で長く働いたこともあった。会社で

の辛い経験を、たくさん教えてくれた。倉庫作業を主にやってきた。車、バイクが好き。 

【対応】 

現在、応募中の求人がある。また、相談したいことがあれば連絡くれる。 
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【相談内容】 

企業に十年以上勤務。残業時間が半端なく、残業代ももらえない状態が続いた。２００３

年より不眠で通院。 

心身ともに疲れアルバイトで生計を立てていた。ＣＡＤオペレーターとして最後に関わっ

た仕事は、コロナで退職。現在に至る。 

【対応】 

奥様、お父様の協力があるということで、ポリテクセンターで電気工事士の資格取得に向

けて勉強中 

 

【相談内容】 

オーストラリアで留学生の受け入れの仕事をしていたが、コロナで職を失い帰国。スキル

を活かした仕事を探している。１８歳のお嬢さんも求職中。 

【対応】 

市の国際交流員の仕事の紹介、履歴書、面接指導。申し込むが不採用。次を探し中。お嬢

さんは、交通手段がバスのみなので、児童クラブなど紹介。採用に至らず次を探してい

る。放課後児童教室は、５月から参加できるという連絡をもらう。 

 

【相談内容】 

癌で二回手術。甲状腺も患いながらの就活。アルバイト経験は豊富。ファイナンシャルプ

ランナーの資格あり。高齢の父親と同居中で、早く仕事をしたい。宅建の資格にもチャレ

ンジ中。７８歳のお父様も、仕事を探していると相談。シルバーは物足りない、現場監督

でずっとやってきたので、経験を活かしたい。一級建築士、宅建の資格も持っている。 

【対応】 

希望がバイクで通える範囲、ということだったので、近くの配送センターを紹介。二回面

接同行。不採用だったため、次の企業を提示中。 

 

【相談内容】 

専門学校を卒業し、３年くらい販売のアルバイトをしていたが、家族の介護をすることに

なり、仕事を辞め、２０年間祖父、伯父、母の介護を次々と続けた。去年、母が施設に入

ることになり、介護をする必要が無くなったので、仕事探しを始めた。体力に自信がない

ので肉体労働は無理。自分に何の仕事ができるのかわからない。まずは、気になる会社を

見学したらどうかと提案した。手先が器用。鍵屋で働いてみたいと思ったが、なかなか求

人自体が無い。 

【対応】 

今はちょっと休憩していので、相談したくなったら連絡くれる。 
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【相談内容】 

前の派遣先で労災で右手を怪我してしまい退職。父が病気になり、仕事を辞めて介護する

ことになり、それが原因で自分自身も精神的に病気になってしまった。その後１３年間、

派遣やバイトで生活する。正社員を目指していて、４０社くらい受け、採用になった会社

がいくつかあったが、身元保証人を用意することが出来ず、採用を断られてしまった。自

己破産をしていたので、保証人会社を使う事ができず、友人も静岡にはいない。正社員を

目指すうえで、そこが一番の壁。自転車で通える範囲でないといけないが、１時間半くら

い 

なら通う気でいる。４月くらいに落ち着いたら、また、求職活動を再開するつもり。 

【対応】 

４月になってまた求職相談再開するか考えてみる。 

 

【相談内容】 

息子のことで相談にみえた。大学を卒業して、勤めたがいじめに会い、２年で辞めた。そ

の後、２５年位保険会社でアルバイトとして働いている。税理士の科目を４科目まで合格

したが、残り１科目を残して、受験するのを辞めてしまった。知り合いの確定申告を無料

でやってあげていたりしている。健康保険は父の扶養に入っており、収入は少ないと思

う。詳しい話は息子から聞いていないのでわからない。息子さん自身の状況と、希望がよ

くわからない。息子にサポステの事を話してみる。今度は息子を連れてくるとのこと。 

【対応】 

息子に話しをしてみて、本人が相談にくるかどうか聞いてみるとのこと。 

 

【相談内容】 

事務職や営業職を経験した。正社員で勤めていた会社の部署が閉鎖になり、失業。そこか

ら非正規が続く。現在は事務補助のパートを６年やっている。母の介護もしている。今の

パートは母の介護で仕事を休んだりするには、とても融通がきくのでそこはよい。だが、

やはり正社員で働きたい。空いた時間で何かスキルや資格を身につけたい。登録はしなか

った。いろいろなことがそつなくこなせるので、中小企業の事務などが向いている。アロ

マ、猫、占いに興味がある。 

【対応】相談があればまた電話するとのこと。 

 

【相談内容】 

５年くらいまえに欝になり、仕事を辞めてそれから家にこもっている。母と父の３人暮ら

し。両親は好きなように生きていいと応援してもらっている。焦らずじっくりとやりたい

こと、仕事を探していきたい。デザインの専門学校をでた。博物館のアナウンス、子供に

陶芸を教える仕事、博物館で生物の学術標本を作る仕事をした。手に職をつけようと、和
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裁の学校に４年通った。染色も趣味でやる。楽器も得意でサックス、ピアノ、琴がひけ

る。器用でものを作ることが好き。 

【対応】 

まずは外に出ていろんな活動をしたいとのことだったので、ボランティア活動に誘った 

 

【相談内容】 

今、やっている仕事プラス、副業で何かしたい。新聞の投書や、ＮＨＫステラの投書、に

採用された記事を見せてくれた。文章を書くことを何か副業につなげたい。染色の講座に

通っている。それも副業になればいい。街中ＦＭを企画したのも、以前は後悔していた

が、今はしていない。また、４月の街中ＦＭの企画をすることになった。 

【対応】 

引き続き連絡をとり、相談を続ける 

 

【相談内容】 

親が回覧のチラシを見て、行ってくるように言われた。チラシの説明を受け、すぐ帰ろう

としていた。午前中にアルバイトをしているが、今はそれ以上働こうとは思っていない。

親はフルで働いて欲しいらしいが、自分はとりあえず今のままでよい。ブラック企業で勤

めていたが辞めて、１０年くらいアルバイト。実家は専業農家。家業は弟が継ぐ。大学で

は近世史を学んだ。マジックザギャザリングを１８年くらいやっている。 

【対応】 

次の相談へは繋がらなかった 

 

【相談内容】 

障害者手帳（精神３級）所持。新しい職場の一日研修の予定であったが、午前中で突然怖

くなり早退してきてしまった。そのまま喫茶店で情報誌を見て清掃の仕事ならできそうに

感じている。できると思って参加した研修会であったが午後のスケジュールが不安でいら

れなかった。 

【対応】新しい職場へ抗戦しようとしたことを労う。清掃会社の見学予定を入れた。 

 

【相談内容】 

今、派遣で勤めている。総務課の事務で入ったが、なぜか総務課にショップ部門があり、

人手が足りないということで、店番ばかりやっている。同僚がかなり厄介な人で、その話

を聞かせてくれた。３月末で契約が終了になり、４月以降の仕事は未定。求職活動中。心

療内科に通っていて、うつ状態と診断され、薬も飲んでいる。弟が知的障害があること、

それに伴い両親と本人があまり関係がよくない。家は自分が安らげる場所ではないとのこ

と。体調不良で会社を休むときも、両親には会社に行くように見せかけ、そのままネット 
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カフェにいき、そこで休むとのこと。 

【対応】 

また、相談したくなったら連絡くれる 

 

【相談内容】 

女性肌着の販売では資格も取得して１０年勤務したが、契約社員のままだったことで退

職。その後は非正規雇用で一般事務などを繰り返し派遣社員も昨年末で退職になった。 

【対応】 

職場の人間関係に苦労してきたことから人の役に立つ仕事に挑戦したい気持ちを持ってい

ることから、社会福祉人材センターの情報を提供した。 

 

【相談内容】 

正社員で働いた経験がない。１３年勤めた書店は閉店してしまった。１昨年９月まで部品

会社でピッキングや販売を担当していたが、上司の決めつけ指導に合わず休みがちになっ

て退職。その後のアルバイト先でも仲間の態度にイラついた。ＰＣ講座で検定も受けたが

就労にはつながらなかった。 

【対応】 

週３日３時間の仕事に応募して２ヶ月の研修が始まるというので、今までの体験をもとに

少しつつ職場になれるように助言。 

 

【相談内容】 

心理学科を卒業したが心理職はあきらめて営業職１年、現場事務５年などを経て介護職に

就いた。生活相談 

員＋介護で昨年１０月まで勤務。ヘルパー１級、介護福祉士取得。ぎっくり腰や足のむく

みなど経験したので介護職以外で働きたい。 

【対応】ハローワークでも相談していて、自分のできることなど明確に計画できる。自動

車の運転など得意なことを生かして働けるように助言。 

 

【相談内容】 

母親と相談に来た。祖母の介護をいつもしている。家事の手伝いもよくしている。調理学

校をすぐ辞めてから、働くことはして来なかったが、今年の１月に２日だけ、棚卸しのバ

イトをした。それが生まれて初めての仕事だったとのこと。大変だったが、やれてよかっ

たとのこと。品出しの仕事がしたいとのことなので、今度一緒に探すことにした。パソコ

ン、スマホを持ってないので、欲しい。そのためにも稼ぎたい。パソコンにちょっと興味

があるとのこと。 

【対応】 
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次回は一緒に仕事を探すことにした。 

 

【相談内容】 

両親が相談にみえた。本人は来なかった。今までも相談機関のチラシを渡したり、そこへ

行くように言ってはいるが本人は行こうとしない。大学受験に失敗し、何年か浪人もした

が、大学には受からなかった。そこから２０年以上、家の中にいる。普通免許、フォーク

リフトの免許がある。簿記、ＰＣの勉強もした。父親が知り合いの工場を紹介したが、本

人は拒否した。 

【対応】 

まずは、ご本人に会うかどうかは別にして、僕がご自宅に行ってみることを提案した。本

人に伝えてみるとのこと。 

 

【相談内容】 

非正規雇用で転職を繰り返し、正社員で入社したが３ヵ月で退職。今後正社員で働く自信

がない。行政関係の事務職を希望。 

【対応】 

社会福祉人材センター窓口や学校事務の情報を提供。 

 

【相談内容】 

３年間契約社員として働いたが正社員登用ならず、関連会社への転職となった。 

【対応】３年間を頑張れたことを聴いて労い、今後の転職先への就労を励ました。 
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第１章 趣旨 

  バブル崩壊後の雇用環境が厳しい時期（概ね平成５年から平成 16年）に学 

校卒業期を迎えた、いわゆる「就職氷河期世代」においては、卒業時、不安定 

な就労や無業に移行したこと、本来の希望と乖離した条件等で就職せざるを 

得なかったことによる早期離転職などが端緒となり、今なお、不安定就労等を 

余儀なくされている者が少なくない状況にある。 

 こうした状況を踏まえ、令和元年５月、厚生労働省においては、「就職氷河 

期世代活躍支援プラン」（以下、「厚労省支援プラン」という。）が策定され、 

６月には、「経済財政運営と改革の基本方針 2019」（令和元年６月閣議決定） 

において「就職氷河期世代支援プログラム」が示されたところであるが、就職 

氷河期世代が抱える固有の課題（希望する就業とのギャップ、実社会での経験 

不足、加齢に伴う様々な就業制約等）を踏まえつつ、その実効性を高めるため 

には、これら世代への支援に社会全体で取り組む機運を醸成することを目的 

として構築される官民協働による一元的な推進体制（静岡労働局が設置する 

しずおか就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム）と連携しつつ、一体とな 

って効果的かつ継続的な取組を推進することが必要である。 

 

第２章 実施期間 

  事業実施の期間は令和２年 11 月 13 日から令和５年３月 31 日までとする。 

 なお、実施期間後の取組の継続等については、３箇年の加速化的な取組の結果 

等を総合的に評価し、判断するものとする。 
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第３章 現状と課題 

  厚労省支援プランによると、就職氷河期世代支援には、就業状態等に応じ、 

①不安定な就労状態にある方、②長期にわたり無業の状態にある方、③社会参 

加に向けた支援を必要とする方等がおり、就職や社会参加に向け抱える課題 

は、極めて個別的で多様である。 

 そのため、就職や社会参加等の実現に向けては、支援が必要な方が置かれて 

いる状況やニーズ等を把握したうえで、個人の状況に応じた支援プログラム 

を積極的かつ集中的に実施していなかなければならないと考える。 

 以下、支援対象者の置かれた状況ごとに現状と課題を整理する。 

 

１ 不安定な就労状態にある方（不本意非正規雇用労働者等） 

  「平成 29年就業構造基本統計調査（総務省）」によると、本市における「不

安定な就労状態にある方」（35歳～44歳）は 2,200人（人口比 2.4％）とされ

ており、全国平均（人口比 3.1％）より低いものの、支援対象者になりうる人

が相当数存在する状況にある。 

 これまで、不安定な就労状態にある方も含めた市内の求職者の方の就職支 

援については、公共職業安定所が中心となり推進してきたところであるが、こ 

うした状況に鑑み、今後、不本意非正規雇用労働者等の正社員就職実現に向け 

た支援を一層充実・強化していく必要がある。 

 

２ 長期にわたり無業の状態にある方 

  ＪＩＬＰＴが「就業構造基本統計調査」を基に実施した特別集計から推計 

すると、本市における「長期にわたり無業の状態にある方」（35歳～44歳）は 
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1,700人（人口比 1.9％）程度が見込まれ、全国平均（人口比 2.3％）より低 

いものの支援対象者になりうる人が相当数存在する状況にある。 

 これまで、国・県の連携により展開されている「静岡地域若者サポートステ 

ーション」（以下、「サポステ」という。）において、一定期間無業状態にある 

15歳～39歳までの方の職業的自立に向けた支援を実施してきた。 

また、サポステを受託する団体と協働し、支援対象者本人及びその家族を対

象としたセミナーや、出張相談会、臨床心理士による相談事業に取り組んでき

た。 

 今後は、これまでの取組により得られたノウハウを活かしつつ、就職氷河期  

世代全体をカバーできるようにサポステの支援対象者の対象年齢の拡充を図 

ることが必要である。 

加えて、潜在的な対象者も支援につなげることができるようにするため、支 

援者のニーズ把握やアウトリーチを強化していく必要があり、そのためには 

サポステをはじめとする地域の関係機関間の連携をより一層強めていくこと 

が必要である。 

 

３ 社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方   

「平成 30年生活状況に関する調査（内閣府）」結果を基に推計すると、静岡 

市の 34歳から 49歳におけるひきこもり状態にある方は、約 2,100人に上る。 

 本市ではひきこもり状態にある方の社会復帰を目的に、平成 27年４月にひ 

きこもり地域支援センター（DanDanしずおか）を設置し、相談支援等を実施 

している。 

令和元年度は 263人の相談に応じるほか、支援の一環として、ひきこもり状 

態にある方の居場所として活用できるフリースペースの提供やご家族を対象
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とした「家族教室」等の実施に取り組んでいる。 

また、ひきこもり支援に携わる人材の育成や、関係機関のネットワーク構築に

も取り組んでいる。 

 一方で、ひきこもり状態にある方は自ら相談窓口に出向くことが難しいケー

スが多く、加えて、ご家族も相談に消極的である傾向にあるため、地域の民生

委員等と連携して支援対象者の掘り起こしに尽力する必要がある。 

 

第４章 主な取組・目標等 

１ 主な取組 

前章にて整理した現状と課題を踏まえ、以下に示す事業に集中的に取り組む

ことで、目標（取組に係るＫＰＩ）の達成を目指す。 

就労や社会参加に悩みを抱える就職氷河期世代の対象者に対して、「過去」

の人生体験を振り返り、「現在」を整理することで、「未来」を設計するきっか

けづくりを行うセミナーを開催し、その受講により就労意欲の高まった支援対

象者へのスキルアップ支援を行う仕組み（ライフデザイン・ビレッジ機能）を

構築する。併せて、当該仕組みについて既存支援機関（サポステ等）支援人材

の育成にも取り組んでいく。 

また、国内有力ベンダが提供するオンラインによるＩＴ関連スキルを学ぶプ

ログラムを用いて、デジタルスキルや社会人基礎力等を身につける講座を開催

する。ＷＥＢデザイナー等の専門職への就労も視野に入れ、同ベンダによるコ

ーチングサポートも活用していく。 

さらに、既存の地域リソースの取組を強化していくため、より地域に根差し

た相談体制を築くとともに、企業の就職氷河期世代に対する雇用に向けた理解
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の向上を図っていく。 

 

 【１年目（令和２年度）】 

  〇基本構想策定ステージ 

   ・実態調査による支援対象者のニーズ把握及び既存地域リソース（サポ 

ステ等）の連携可能性の分析 

・調査結果及び事業のデモンストレーション実施結果を踏まえた基本構 

想の策定 

    ・就職氷河期世代向けセミナーやスキルアップ支援のデモンストレーシ 

ョン実施 

・支援人材育成プログラム実施    

    ・地区別相談会の実施及び企業向けセミナーの開催等既存地域リソース 

の機能強化 

    

 【２年目（令和３年度）】 

  〇事業基本計画策定ステージ 

    ・ワークショップ及び実証事業の分析を基に持続的な支援体制構築に向    

けた事業計画の策定 

・就職氷河期世代向けセミナーやスキルアップ支援のデモンストレーシ 

ョン実施 

    ・支援人材育成プログラム実施 

    ・既存地域リソースの機能強化の取組の継続 
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 【３年目（令和４年度）】 

  〇地域における支援体制の確立及び基本計画事業の地域への 

本格導入ステージ 

・事業計画に基づく地域関係者間の連携体制の構築 

    ・連携体制への基本計画事業の本格実施に向けた導入支援 

    ・既存地域リソースの機能強化の取組の継続 

 

２ 目標（取組に係るＫＰＩ） 

 （１）事業参加者数 

  本事業の幅広い対象者の掘り起こしを把握する数値として、事業におけ 

るセミナー等の受講者、相談者に加え、３年度目にライフデザイン・ビレ 

ッジ機能の既存支援機関による運営開始を検討していることから、導入後 

の来訪者も加えた事業参加者数とする。 

 

事業開始前 令和２年度 

（１年目） 

令和３年度 

（２年目） 

令和４年度 

（３年目） 

計画期間中の

累計 

0 200 305 1,700 2,205 
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（２）支援人材・サポーター養成数 

  本事業により掘り起こした対象者に対して、適切な支援を行っていくた 

めの体制構築が行われているかを把握する数値として、支援人材及びサポ 

ーターの養成数としている。 

 

事業開始前 令和２年度 

（１年目） 

令和３年度 

（２年目） 

令和４年度 

（３年目） 

計画期間中の

累計 

0 35 80 150 265 

 

（３）進路決定者・就労者数（非正規含む） 

  本事業における最終的なアウトカムを示す指標として、正規就労者の数、 

無業の状態から就労等へ移行した人の数、ひきこもり等の状態から社会参 

加等を達成した人の数の合計とする。 

 

事業開始前 令和２年度 

（１年目） 

令和３年度 

（２年目） 

令和４年度 

（３年目） 

計画期間中の

累計 

0 10 40 160 210 

 

第５章 推進体制・進捗管理方法 

１ 推進体制 

本事業は、就労や社会参加に悩みを抱える就職氷河期世代の対象者に対して

行う事業であるため、就労に向けた経済部局のみでなく、ひきこもり支援を所
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管する青少年部局、生活困窮者支援を所管する福祉部局とも連携し推進してい

く。 

また、対象者に対して、「過去」の人生体験を振り返り、「現在」を整理する

ことで、未来を設計するきっかけづくりを行うセミナーを開催し、その受講に

より就労意欲の高まった対象者へのスキルアップ支援を行う仕組み（ライフデ

ザイン・ビレッジ機能）の構築など、新たな考え方に基づく事業の構築が必要

なことから、民間事業者として、ソーシャルビジネス推進事業者の知見を活用

するとともに、サポステなど既存の地域リソースとの連携を強化しながら取組

を進めていく。 

 

２ 進捗管理方法 

関係部局、民間事業者及び地域リソースとの連絡調整を随時行うとともに、

年に１回、事業の進捗状況及びＫＰＩの達成状況確認を行う。またその検証に

あたっては、外部有識者や関係機関等で構成する検証委員会（仮称）において

実施し、委員から事業見直しの提言があった場合には、ＫＰＩ設定の見直しや

事業内容の変更等を行うことにより、ＰＤＣＡを意識した進捗管理を行う。 

 

第６章 広域での連携 

本事業は、対象者を就労や社会参加へと結びつくための取組を行うものであ

るが、就労において静岡及び清水公共職業安定所との連携は欠かせないもので

ある。また、静岡県、近隣自治体の取組による影響を考慮したうえで本市の事

業を円滑かつ効率的に進めていくため、静岡労働局が設置する「しずおか就職

氷河期世代活躍支援プラットフォーム」に参画及び連携し、事業を進めていく。 


