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令和3年度事業実施報告（１）
手法番号 名称 種別 実施

回数
延べ

参加人数 特記事項

解決手法１ ライフデザイン・
ワークショップ

通常プログラム 7回 28名

連携プログラム
• ミドル・チャレンジ・ライフデザイン・セミナー①
• ミドル・チャレンジ合同企業相談会②

4回 173名 ①ハローワーク共催（3回）
②ハローワーク共催、サポステ、ジョブステ連携（1回）

解決手法２ ライフデザイン・
ダイアローグ 通常プログラム 12回 12名

解決手法３ SkillsBuild（スキ
ルズビルド） 通常プログラム － 125名

解決手法４ ライフデザイ
ナー・カフェ

通常プログラム 7回 110名

連携プログラム
• トークイベント＆ワークショップ① 1回 9名

①キャリア形成サポ―トセンター連携（1回）

社会人ライフデザイナー・プログラム（仮称）※令和4年度
の実施に向けて調整中

解決手法５ 働き方いろいろカ
フェ

通常プログラム 3回 107名

連携プログラム
• ライフデザイン・キャリア体験会① 1回 25名

①ハローワーク共催、静岡県中小企業家同友会、サポステ連
携（1回）

NPO合同説明会（仮称）※令和4年度の実施に向けて調整中

解決手法６ 連携プラット
フォーム

9/7、11/4に担当者向けに「プログラム体験会」、「ビジョン検討会」を開催し、組織全体に事業推進機運の醸成を図った。（事業実施報
告（２）参照）

解決手法７ 企業連携 静岡県中小企業家同友会静岡支部との連携より「ライフデザイン・キャリア体験会」を実施した。また静岡県中小企業家同友会静岡支部、
静岡商工会議所それぞれと、「社会人ライフデザイナー・プログラム（仮称）」の来年度の実施に向けた準備を進めている。

解決手法８ 広報 市内デザイナーのデザインによるロゴ、ホームページ、チラシ（事業実施報告 （３）ー１参照）を作成すると共に、静岡新聞（事業実施
報告（３）ー２参照）やフェイスブックでの広報展開を図った。
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令和3年度事業実施報告（２）
静岡市による既存支援組織や市役所内管轄部署等への働きかけによるプラットフォーム構築のサポートを行い、10月20日（水）にはプラットフォーム設立キックオフの場とし
ての「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム会議」を設置した。

【構成メンバー】 静岡商工会議所
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）
静岡労働局 職業安定部
静岡公共職業安定所
清水公共職業安定所
静岡県 経済産業部就業支援局
静岡キャリア形成サポートセンター
しずおかジョブステーション
静岡地域若者サポートステーション
社会福祉法人静岡市社会福祉協議会
静岡市発達障害者支援センター「きらり」
静岡市ひきこもり地域支援センター
「DanDanしずおか」
静岡県ボランティア協会 ※令和4年度より
静岡新聞 ※令和4年度より

静岡市 経済局
静岡市 企画局
静岡市 市民局
静岡市 保健福祉長寿局
静岡市 子ども未来局
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令和3年度事業実施報告（３）ー１

ロゴ、ホームページ
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令和3年度事業実施報告（３）ー２

静岡新聞での広告（1月15日 掲載）
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基本計画への解決展開（１）
解決手法 実証を踏まえての考察 基本計画への解決展開

静岡モデルの解決手法１：
ライフデザイン・ワークショップ
就労への内発的動機を高めるため
の意欲向上プログラムの実施

参加者はワークショップ参加後、「ダイアローグ」や「Skills Build」に参
加しており、参加者の内発的動機を高めている。
現在の参加者はハローワークにおける求職者が多いが、参加者の約80％は
進路決定に向けた意識を持つことができ、「不安定な就労状態にある方」
に対する手法としての一定の効果が確認された。
今後は「長期にわたり無業の状態にある方」、「社会参加に向けた支援を
必要とする方」に対する効果も確認するため、すでに地域若者サポートス
テーションやDanDan等において支援を受けている対象者の参加も進めて
いく必要が明らかとなった。

解決展開１：支援組織と連携しやすいよう、プログラムの展開形の設置と、
各組織にふさわしい形での埋め込み
支援組織と連携するに当たり、支援員やサポーター等の同席も想定される
ことから、長時間のワークショップには参加が難しいとの意見も寄せられ
ている。このためワークショップの時間数や時間帯について柔軟な対応が
できるよう、連携型のプログラム展開の検討を加えていく。
例）時間数を短縮したプログラムの検討／支援組織における職場体験等と
合同でのワークショップ開催の検討など

静岡モデルの解決手法２：
ライフデザイン・ダイアローグ
自信をつけてもらうための継続的
対話プログラムの実施

継続受講による効果が大きく、自分の進路を積極的に考えるようになると
いう効果が明らかとなった一方、1度ではなかなか進路の見出しにまでつな
げていくことが難しいことも同時に明らかとなっている。
ダイアローグのスキルは回を重ねるごとに向上するため、より多くの支援
機関や参加者に体験してもらう必要性が明らかになった。

解決展開２：継続受講を可能とするプログラム設計や拠点的機能の検討／
担い手の確保・育成
継続受講を可能とするプログラム設計や拠点的機能の検討に加え、（対応
者の数としても、多様な視点の提示としても）多くの担い手の確保や育成
に取り組んでいく。
例）居場所づくり／コミュニティづくり／支援組織へのノウハウ移転など

静岡モデルの解決手法３：
Skills Build
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

社会人・ビジネススキル等プログラム提供へのニーズは高いことが明らか
となったものの、「いつでも好きなプログラムを受講できる」ためか、申
し込みはしたものの受講が進まない方も多く見られた。
本年度実施できなかったオンライン集団学習は引続き可能性を検証する。

解決展開３：受講促進機能の整備／オンライン集合学習プログラムの実施
受講促進のための定期的なプログラム紹介メールの配信や、決まった日時
に一斉に学習するような一連のプログラムとしてのオンライン集合学習プ
ログラムの実施に取り組んでいく。

静岡モデルの解決手法４：
ライフデザイナー・カフェ
支援人材育成のための機会の創出
によるサポートの輪の拡大

専門機関の相談員のみならず、志ある市民の方々からの参加を促していき、
支援が必要な方々への理解と多様なサポートを増幅する必要がある。
また、支援対象者も参加することにより、誰にでも誰かの人生を応援でき
る力があるという気持ちを取り戻す機会となることが明らかとなった。
一方、他の解決手法に比べ訴求力の高い募集が難しいため、参加者を増や
す取組が重要であることが明らかになった。

解決展開４：事業の持続可能性を意図したサポーターの継続養成の仕組み
の構築
育成されたライフデザイナーがワークショップを自発的に運営していくな
どの事業の持続可能性を視野に入れ、「ここに」など養成講座を数多く展
開するなど、ライフデザイナーを増やすため、支援人材育成事業にはさら
に注力していく。

静岡モデルの解決手法５：
働き方いろいろカフェ
正規雇用だけではない新しい働き
方・社会的参画のロールモデルの
提示

オンラインと会場で開催したが、会場開催の方が企業の想いだけでなく、
本音や働く者としての悩みなどを直接聞ける機会となり、参加者のニーズ
が高いことが明らかとなった。一方で、市内のロールモデルと他地域のユ
ニークな事例の双方を紹介できるオンラインの良さも確認されたため、両
方の良さを活かして事業を実施していく必要がある。
また、プラットフォーム構成員と連携した講師の招へいや、雇用保険の求
職活動としての位置づけ、時間数、時間配分については検討が必要である。

解決展開５：社会的参画を含めた多様な働き方のロールモデルの提示や就
業マッチング
より多様な生き方・働き方のロールモデルを示していく。また、就業に向
けたロールモデルの提示だけでなく、社会的就労や社会的参画を含めたさ
らなる多様な出口の紹介や就業マッチングに向けた展開に取り組んでいく。
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基本計画への解決展開（２）

解決手法 実証を踏まえての考察 基本計画への解決展開

静岡モデルの解決手法６：
静岡市就職氷河期世代活躍支援プラット
フォーム
対象者の個別の状況に応じたきめ細やかな
事業展開が可能な支援体制の構築

プラットフォームの連携による事業展開が開始されているが、より多くの構
成員の参画を促すための動機付けや丁寧な働きかけが求められる。

意思決定機関としてのプラットフォームのもとで実質的なビジョンや計画づ
くり、それを幅広く情報発信する場づくりや事業展開を図るため、事業部会
等における交流や活動が求められる。

解決展開６：プラットフォームの事業別検討・推進およびメン
バーとの共催プログラムの継続実施
令和３年度実施することのできた「不安定な就労状態にある方」
を主な対象としたハローワーク、静岡県中小企業家同友会、キャ
リア形成サポートセンター、静岡地域若者サポートステーション
との連携に加え、「長期にわたり無業の状態にある方」、「社会
参加に向けた支援を必要とする方」を主な対象としたプログラム
も、他のメンバーとの連携を図る。
そのために、事業目的を意図した事業部会等の設置も進める。ま
た、情報発信や啓発も意図した構成団体全体の担当者による
フォーラムも実施する。

静岡モデルの解決手法７：
企業との連携
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

NPO等多様な出口マッチングの可能性を検討する必要がある。

就労支援組織との連携による雇用保険の求職活動としての連携が効果的であ
る。

解決展開７：出口戦略も意図した企業等との連携を可能とする事
業の設計
プラットフォームをベースとして各団体との関係性をより深める
ことにより、面的かつ多様で継続的な出口の拡充とマッチングの
深耕を図っていく。

静岡モデルの解決手法８：
きめ細やかなアウトリーチの実施
支援機関とつながっていない就職氷河期世
代につながるためのマスメディア広報及び
顔の見える関係で一人一人をすくいあげる

市広報誌、市内関係施設等でのチラシの配架、市内購読率の高い静岡新聞で
の広報により、量的な認知は高まっていると想定される。特に連携機関によ
るチラシの手渡しが効果的であることが明らかとなった。
一方で静岡市内の３つの対象者層である約6,000人に対するアウトリーチは
まだまだ十分でないといえる。
SNS経由の申し込みも多く、費用対効果が高いPR効果が認められた。
メーリングリストやメールマガジン等の活用は参加者へのきめ細かいフォ
ローができ、効果的な手法だった。
チャットツールの活用など、密な連絡を取ることができる簡易的なツールの
導入を検討する。

解決展開８：きめ細やかなアウトリーチとアナログ、デジタル、
ミックス型でのPRの継続展開
今後もさらなるアウトリーチの強化に向け静岡新聞、チラシ等で
の広報やSNS、メーリングリスト等の活用を継続する。
あわせて草の根活動（支援対象者の掘り起こしも含め）による幅
広い展開も検討していく。
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基本計画案（１）事業全体像

カフェ
オンライン
コミュニティ

【事業１】ライフデザイン・カフェ事業
（継続的な居場所づくり）

【事業２】ライフデザイナー育成事業
（支援者などの育成）

【事業３】ライフデザイン思考人財フィッティング事業
（企業等とのマッチング）

解決展開２：継続受
講を可能とするプロ
グラム設計や拠点的
機能の検討／担い手
の確保・育成

解決展開４：事業の持
続可能性を意図したサ
ポーターの継続養成の
仕組みの構築 解決展開７：出口戦

略も意図した企業等
との連携を可能とす
る事業の設計

解決展開５：社会的参
画を含めた多様な働き
方のロールモデルの提
示や就業マッチング

プログラム展開形１：合同企業説明会＋ライフデザインワークショップ

静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム

プログラム展開形２：職場体験＋ライフデザインワークショップ

プログラム展開形３：・・・

ライフデザイン・ワークショップ
共催：ハローワーク、サポステ

共催：中小企業家同友会、商工会議所

共催：・・・

解決展開１：就労支援組織
と連携しやすいよう、プロ
グラムの展開形の設置と、
各組織にふさわしい形での
埋め込み

解決展開６：プラット
フォームの事業別検討・推
進およびメンバーとの共催
プログラムの継続実施

解決展開３：受講促
進機能の整備／オン
ライン集合学習プロ
グラムの実施 解決展開８：きめ細やか

なアウトリーチとアナロ
グ、デジタル、ミックス
型でのPRの継続展開
（継続展開）

核となるプログラムとして、カフェを中心とした事業全体を通じて実施

他、学校、
コミュニ
ティスペー
ス、果樹園
等、屋内外
を問わず市
内各地で、
多様な組織
との連携に
より実施

就職氷河期世代を始めとした静岡市民の再チャレンジを応援するプログラム実施、コミュニケーション
の場としての拠点的な機能の構築。段階的な展開を図る中で、短期的には、バーチャルな場としてのオ
ンライン・コミュニティや既存スペースによるイベントベースでのリアルコミュニティを運営する。中
長期的には、日常的な交流やワークショップ等のプログラムを行うことのできる拠点としてのカフェ機
能を、社会的企業との連携・誘致、一般企業・教育機関との連携を事業の自立化につながる形で検討。

【中長期的展開】
（短期的展開に加え）
• ライフデザイナー・カフェの実施
• 働き方いろいろカフェの実施
• ライフデザイン・カフェ拠点の運営の検討

【短期的展開】
• ライフデザイン・ワークショップの実施
• ライフデザイン・ダイアローグの実施
• ライフデザイン・オンラインコミュニティの運営
• イベントベースでのリアルコミュニティの運営

就職氷河期世代を始めとした静岡市民の再チャレンジを担い、応援する各種ライフデザイ
ン・プログラムへの積極的参画や、その実施・サポートが可能な人材を育成する事業。人材
養成講座の修了生には認定証の発行、「ライフデザイナー」として登録等を検討、事業運営
主体と連携して、市民の再チャレンジに向けた各種支援を、サポーターやファシリテーター、
レコーダーなど、社会的参画の一環として行うことが可能となるような仕組みを構築する。

【短期的展開】
• 生涯学習施設におけるライフデザ
イナー養成講座の実施

• ライフデザイナー・カフェの実施

【中長期展開】
（短期的展開に加え）
• ライフデザイナー認証・登録事業の運用
• ライフデザイナーズ・ネットワークの運営

【中長期展開】
（短期的展開に加え）
• 職業紹介業への展開の検討
• クラウドワーク等、DXによる就労モデルの展開検討

【短期的展開】
• ライフデザイン・キャリア体験会の実施
• 合同NPO相談会の実施
• 働き方いろいろカフェの実施
• SkillsBuildの実施

ライフデザイン思考を身に着けた、人生や仕事に対して前向きかつ意欲の高い人財のマッチング事業。
一般就労に加え、NPOやソーシャルビジネス等（※）での社会的就労も含め、一人一人にフィットする
多様な働き方による柔軟な就労マッチング（＝フィッティング）を行う。農業等一次産業や、在宅ワー
ク等を中心とした事業展開を想定。また当事業でプールされる人材が、例えばウェブ制作ができる人材
はサイトを制作するなど、得意なスキルを活かし少しずつ「ライフデザイン静岡市」の運営にも参画す
る形を将来像として想定。

8
※ソーシャルビジネス：環境、教育、福祉等社会的課題解決に当たりビジネスの手法を用
いる展開のことをいう。



基本計画案（２）事業を進めるに当たっての基本的な考え方について
名称 内容 詳細事項

組織について

令和4年度はより具体的な議論を進めるため部会の設置を検討する。
また事業を進展するため、既存の構成員に限らず必要な団体等に参加
を呼びかけることとする。
なお各事業については、まずは運営主体を明確にすることが求められ
ており、その手法についてプラットフォームにおいて検討を実施する。

• 担当者の意思共有の場の拡充や事業部会（プログラム部会、３つの事業ごとの部会）の設置を図
る。（構成員に加え、社会的企業家や研究者等の招へいも検討）

• 静岡新聞（令和4年度より）、静岡県ボランティア協会（令和4年度より）、商工団体会員企業、
大企業、ソーシャルビジネス・ネットワークメンバー企業等について必要に応じ参画を依頼する。

• 既存支援団体運営受託型、複数団体協力運営型、新規組織設立運営型についてメリット、デメ
リットを比較し効果的な手法を選択する。

対 象 開 拓
（マーケティ
ングについて

一般就労だけでなく、社会的就労、社会的参画を並列した事業計画と
する。
また就職氷河期世代の3つの対象者ごとにふさわしい事業を検討する。
加えて継続的に多くの支援者の育成を図る。

• 一般就労は主にハローワーク、静岡県中小企業家中小企業家同友会静岡支部と連携し、社会的就
労・社会的参画は主に、市民活動センター、福祉的就労支援組織等との連携を検討する。

• 3つの対象者ごとに、「就職氷河期の不安定な就労状態にある方」は「ライフデザイン思考人財
フィッティング事業」を中心にした対応を図り、「就業を希望しながら長期にわたり無業の状態
にある方」、「社会参加に向けた支援を必要とする方（ひきこもりの方等）」は「ライフデザイ
ン・カフェ」事業を中心にした時間をかけた対話型・伴走型の継続支援を行う。

• 「ライフデザイナー育成事業」を通じ、継続的に多くの支援者の育成を図る。

事業促進（プ
ロ モ ー シ ョ
ン）について

今年度の展開を基本に実施するが、さらに対象者ごとにふさわしい展
開を検討する。
マスメディア等を活用した潜在的な対象者に対するプロモーションに
加え、支援者を対象としたプロモーションも展開する。
プロモーションはＰＤＣＡによる見直しを行う。

• 「就職氷河期の不安定な就労状態にある方」を中心に、広報、メールマガジン、SNS広告、新聞
広告等による展開を図る。

• 「就業を希望しながら長期にわたり無業の状態にある方」、「社会参加に向けた支援を必要とす
る方（ひきこもりの方等）」に対しては、サポステ等支援機関、民生委員、自治会等を通じた周
知を検討する。

• 支援者の意欲を醸成するためにメーリングリストなどによるコミュニティの形成を図る。
• プロモーションは実施期間ごとに効果検証を行い、次の実施期間には検証に基づいた展開を図る。

拠点について “オール静岡市”としての多様な組織の協力による支援拠点の遍在化
へ対応していく。
あわせてソーシャルビジネス型展開の検討を図る。

• DanDan、サポステ、生涯学習施設、教育機関等の活用に加え、市内カフェ、企業内会議室等での
出前講座により遍在化を促進する。

• 既存類似事例推進事業者によるソーシャルビジネス型の展開を模索し、将来に向けた旗艦拠点の
設置を検討する。 9



基本計画案（３）令和4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

ライフデザイン・カフェ事業
事業部会 実施内容の検討 検証・改良
プログラム実施
 ライフデザイン・ワークショップ（会場orオンライン）
A.ミドルチャレンジ合同企業相談会（ハローワーク連携） 1回@1クール（4回）
B.社協連携 1回＠4クール（1回）
C.サポステ/ジョブステ等連携 1回@2クール（2回）
 ライフデザイン・ダイアローグ（オンライン）
DanDan/きらり/こころの健康センター等連携 8回@クール（32回）
 オンラインコミュニティ 6月～1月を通して運用

1クール 2クール 3クール 4クール

ライフデザイナー育成事業
事業部会 実施内容の検討 検証・改良
プログラム実施
 ライフデザイナー養成講座（会場orオンライン）（ワークショップ＆セッション）
（生涯学習施設での展開）8回（8コマ）＠2クール（16回）
 ライフデザイナー・カフェ（会場orオンライン）
A.キャリア形成支援センター連携 1回＠2クール（2回）
B.中小企業家同友会・共育委員会連携 1回@2クール（2回）
C.社協連携 1回＠4クール（1回）
D.商工会議所連携 1回＠4クール（1回）
 ネットワーク 6月～1月を通して運用

1クール 2クール

ライフデザイン思考人財フィッティング事業
事業部会 実施内容の検討 検証・改良
プログラム実施
 ライフデザイン・キャリア体験会（会場orオンライン）
A.中小企業家同友会・地域交流委員会連携 1回＠2クール（2回）
B.商工会議所連携（cf.インターンシップ） 1回＠4クール（1回）
 合同NPO相談会（会場orオンライン）（番町市民活動センター連携） 1回＠4クール（1回）
 働き方いろいろカフェ（オンライン） 1回＠1クール（4回）
 SkillsBuild 通年運用

1クール 2クール 3クール 4クール

ライフデザイン・ブログラム部会 実施内容の検討 検証・改良
広報／募集 1クール 2クール 3クール 4クール 検証
ライフデザインビジョン・フォーラム 開催準備 開催
事業計画 戦略検討 サービスインを意図した戦術検討 策定10


