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1 基本計画策定に当たっての背景 

1.1 社会情勢 

 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。概ね
1971 年～1986 年生まれの世代にあたる。 
現在 50 歳 S46 年（1971 年）生まれ S62 年中学卒業 H2 年高校卒業 H6 年大学卒業 
現在 36 歳 S60 年（1985 年）生まれ H13 年中学卒業 H16 年高校卒業 H20 年大学卒業
現在 33 歳 S63 年（1988 年）生まれ H16 年中学卒業 H19 年高校卒業 H23 年大学卒業

1.2 国の支援状況 

 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。 
（資料）厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プランの全体像
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（資料）厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プログラムの概要  

1.3 静岡市の支援状況 

厚労省支援プランによると、就職氷河期世代には、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。 
（表）静岡市の就職氷河期世代対象人数推計（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） 
状態 市内推計人数 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%）  

以下、支援対象者の置かれた状況ごとに就職氷河期世代及び支援機関の現状と課題を整
理する。 
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（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 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、本市は国と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、これまでの取り組み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。（現在は国の事業として、時限的に就職氷河期世代も
支援対象となっている。）。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月に静岡市ひきこもり地域支援センター
DanDan しずおか（以下、「DanDan」という。）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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支援機関 
静岡市における主な就労支援機関の状況は以下のとおりである。 

（表）静岡市の就職氷河期世代を含む就労支援機関 
機関名 委託者・受託者 

ハローワーク静岡、ハローワーク清水 国
キャリア形成サポートセンター 国・株式会社パソナ
しずおかジョブステーション中部（以下、「ジョ
ブステ」という。）

県・株式会社東海道シグマ

静岡地域若者サポートステーション 国・ＮＰＯ法人青少年就労支援ネット
ワーク静岡

静岡市発達障害者支援センターきらり 市・社会福祉法人恩賜財団済生会支部
静岡済生会

静岡市ひきこもり地域支援センターDanDan 
しずおか

市・ＮＰＯ法人サンフォレスト



9 

2 基本計画策定に向けた基本構想の検証等 

2.1 基本構想における８つの解決手法とそれを実現する事業理念、事業骨子 

 令和 2年度、前述の「事業の背景」の分析結果から、静岡モデルの解決策とそれから導き
出される８つの解決手法を設定した基本構想を取りまとめた。その内容は以下のとおりで
ある。 

＜8つの解決手法＞ 
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＜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、自分の人生に自信を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）の取り組みみ…「再チャレンジ都市宣言」へ。 

＜事業骨子＞ 

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。 

 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
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

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 

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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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ぶことができるトレーニング学習拠点を設け
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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2.2 基本構想の実現に向けた展開 

1. 全体像とコンセプト 

＜全体像＞ 
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＜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？ 
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2. 解決手法の評価 

基本構想においては、8つの解決手法について令和３年度に検証し、基本計画に掲載する
プログラムに反映することとしていたが、解決手法の「評価」と「実証を踏まえての考察」
は次のとおりであった。（基本構想 P32 以降参照） 

2.2.2.1 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：ライフデザイ
ン・ワークショップ 

検証ポイント 評価 実証を踏まえての考察 
他の解決手法や支援機関と
の連携ができていたか。 

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
ていく場合 

1. 実施の概観 
対象者は大きく分けて 2つの傾向がある。 

① 大学・高校卒業時に就職活動を行ったもの
の正社員になれず、契約社員、パート、ア
ルバイトを転々としてきている。経済的な
自立を目指して、安定的な仕事を求めてい
る方。 

 何度かの就職活動の失敗により、傷をうちに
秘めており、さらに、現在の就職活動の履歴
書に、「職場を転々としてきた」履歴を記述し
なければならないことが、精神的な負担とな
っている。真にこの世代を支援していこうと
考える際、「職場を転々と変えてきたこと＝
負の履歴」という固定概念を払拭し、等身大
の個々人を評価する価値観を社会全体に拡
げていくことが必要。 

 「正社員＝終身雇用、安定の職場」の時代は
変化しており、経済の低迷、コロナ禍も拍車
がかかり、雇用側の環境も全体的に悪化して
いる現状から、やみくもに「正社員」になろ
う、という誘導は現実に即していない。個々
人の個性や能力にあわせて、働き方を考える
ことが必要。起業、フリーランスとしてのパ
ラレルキャリア、社会的就労など、多様な働

• 進路決定を促進し、就労
支援組織との連携にお
ける親和性は高い 

• 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。 
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き方への気づきを求めていく。 

② 現在就労しているが(就労していたが)、職
場の人間関係や、業務内容への適合につい
て様々な悩みや困難さを抱いている。やり
がいを感じられず、続けている、あるいは
続けてきた方。 

 働く環境の中で、悩みを相談する上司や同僚
がいるかどうかで、続けていけるかどうかが
分かれる。無理に続けていたことにより精神
疾患などを発症した人もおり、一人で抱え込
まない他者とのダイアローグ（対話）の場が
求められている。 

 キャリア・チェンジを思考するときに、現在
の様々な仕事を表面的にしかみることがで
きないのが現状で、一つ一つの仕事には、深
く見えない領域(そこで働く人の考え方、仕
事自体の魅力、やりがい、など)に気づいてい
く機会が必要。 
コロナ禍の中でも「人手不足」の問題を抱え
ている分野（主に建設関係、介護関係等）へ
の求職者側の中に有る偏見や固定概念を払
拭していく必要がある。例えば、女性が建設
業界の様々な専門分野で働いている、技能は
会社の中で教育してくれる、介護職は、きつ
くて大変だけのイメージから、手ごたえのあ
る喜びを感じられる職業であるということ
など。 

2. 効果 
① 自己分析を自身だけで考えていく既存の
プログラムとは異なり、自身のライフレコ
ード（人生履歴）を他者と共有し、他者と
の対話によって自己の「源＝大切にしてい
る価値観」に気づき、これからの人生設計
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を積極的に考えることができる。具体的に
は、近未来の「ライフデザイン」を構想す
ることが組みこまれており、ここで参加者
はこれからの進みたい方向を模索したり、
明確にしたり、他者と一緒に考えることが
できる。 

 負の記憶を他者との対話で、癒され、乗り
越えるきっかけとなる。概ねほとんどの参
加者がそのような感想を持った。 

 今までの人生の棚卸ができ、自身の中での
人生設計の準備が整えられる。 

 「妄想プラン」を考える工程では、自分の
真の願いに気づくことができる。 

 人生の再設計の方向性に気づくことがで
きる。進路決定のきっかけとなる。概ね８
０％の参加者はこれにあたる。 

 人生の再設計を語り合える、応援し合える
仲間ができる。実際、コミュニティが小規
模ながらできつつある。令和 4 年 3 月 14
日現在現在 10 人ほど。 

② 他の就労支援組織との連携を図り、それ
ぞれの団体の得意領域を組み合わせた展
開となった。 

 ハローワークとの連携により、より多く
の求職者の参加が可能となった。また、ハ
ローワークの就職活動支援講座や企業相
談会などのプログラム乗り入れも行い、
参加者へ充実したプログラムを提供でき
た。 

 サポステとの連携により、就職氷河期世
代の比較的若い層へのアプローチが可能
になった。さらに相談員とは、対象者への
ケア等についての意見交換もでき、対象
者へのケアの質の向上にもつながってい
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る。 
 静岡県中小企業家同友会との連携によ
り、「出口」である雇用先の就職氷河期世
代に対する理解が促進された。 

 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％について
「ぼんやりとした大きな方向性」も含め
進路決定に向けた意識をもってもらうこ
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。 

3.  課題 
 ワークショップが1日、および、半日程度
の時間を要することが、この世代の時間
的精神的な余裕のなさの中、課題となっ
ている。 

 コロナ禍の中、リモートと対面での開催、
両方に対応できるプログラムとして確立
したが、対面での実施に比べ、リモートで
の実施は参加者へのメッセ―ジがやや浅
く、課題となっている。さらに、参加者同
士の横の繋がりまで醸成することが難し
く、リモートでの参加者同士がつながり
あう仕掛けを、プログラムに加えていく
ことも検討していく。 

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「働き方いろいろ
カフェ」への参加に進んで
行く場合 

1. 実施の概観 
「ライフレコード」、「ライフストーリー」と参
加者が体験する中で、初めて対話する方々と自
身の今までの生きてきた履歴の深い部分を共
有するために、時に「生涯の友人」という関係
性が生まれる。さらに、支援者と被支援者がフ
ラットに対話するため、立場を超えた活き活き
とした対話が生まれる。 

2. 効果 

• 他のプログラム参加へ
の入り口として機能し
た。 

• ワークショップで出会
った参加者が、「ライフ
デザイン・ダイアロー
グ」や「働き方いろいろ
カフェ」に参加するだけ
でなく、「ライフデザイ



18 

全ての人がにわかに上記の経験ができるわけ
ではないが、「関係性の編みなおし」が多様に
生まれることが実証されている。就職氷河期世
代と一括りの扱いではなく、その世代の傾向・
特徴を押さえつつも、一人一人の人生や願い、
想いを掬い上げる貴重な場となり、その場での
出会った人同士が互いに「ライフデザイン」す
る間柄になったり、積極的に他のプログラムへ
の参加が自律的に生まれたり、という相乗効果
が見受けられる。 

3. 課題 
ワークショップで連絡先を交換し合うまでに
なるためには、場の雰囲気づくりがとても重要
で、いかに心理的に安心できる状態を作り出し
維持できるかがポイントとなる。 

ナー・カフェ」、および
「ファシリテーター養
成講座」を受講するなど
の流れが生まれた。 
積極的に他者と関わり、
「人生の再編集」するた
めの価値観・多様な意見
を取り入れようとする
姿勢がみられた。 

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で
行く場合 

1. 実施の概観 
就職氷河期世代の中で、短期アルバイト等を
転々とした方々にとって、職能開発の機会が享
受されていない。 

2. 効果 
ワークショップ終了後に能力開発プログラム
「SkillsBuild」等に申し込みした参加者がうま
れる。 

3. 課題 
当プログラムは、進路決定、あるいはそのきっ
かけとなる体験ができるが、その後の進路への
サポートプログラム（ライフデザイン・ダイア
ローグや働き方いろいろカフェ）への誘導を強
化し、その結果個々人のスキルを強化する学び
のプログラムを案内していく道筋と進路が明
確になっており、不足しているスキルを明確に
するためにも「SkillsBuild」等のプログラム説
明会などの機会を付加していくことも検討。 

• スキルアップに向けた
動機付けを促進した。 

• 当プログラムで積極的
に自己を肯定する→自
身の進みたい方向性を
構想する→そのために
必要な/不足しているス
キルを身に着ける、とい
うステップに進むとい
う傾向が見受けられた。

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

1. 実施の概観 
参加者のほとんどは、就職活動について、家族
や親しい人との相談もできず、一人で悩んでい

• 社会的参画を促進した。
• ワークショップを通じ、
関係性が築けた人同士、
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2.2.2.2 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：ライフデザイン・ダイ
アローグ 

 検証ポイント 評価 実証を踏まえての考察 
プログラム内容の狙いに対
する的確さ 

１．実施の概観 
当初、対面での実施を考えていたが、コロナ禍
の中でも対応できるプログラムとして開発し
た。対面より、参加者にとってもはるかに参加
しやすいことが分かり、今後はリモートをデフ
ォルトとして、個別に必要な対面型を実施して
いく。 

 自己肯定感の低さが特徴となっているが、
参加者全員がこの傾向が見受けられる。 

• 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。

経験し、積極的に社会的参
画を重ね、他者との関係性
を築き、仲間ができる場合 

る。当プログラムは、この「一人」の状態をい
かに解消し、支援機関につなげるばかりでな
く、人生を応援し合う関係づくりを意図してい
る。 

2. 効果 
・リピーターは確実に生まれている。「内容が
同一でも参加される方によって思考や感性は
異なるため、いろいろな視点で意見を聞くこと
ができる。何度でも参加したい」、「2回目以降
の参加は、安定した気持ちで参加できた」とい
う感想が寄せられ、当プログラムは、何度でも
必要な時に必要なだけ「戻ってこられる」場と
なっている。 

3. 課題 
・徐々に参加者からの口コミで、新たな参加者
が増えてきているが、この動きをさらに加速化
したいが、リモートでのワークショップでは、
残念ながらこのようなコミュニティは生まれ
ない。コロナ禍が続く中、細心の注意を払いな
がらも、一回でも多くの対面型のワークショッ
プの実施が不可欠と考える。 

積極的に互いを励まし
合う小さなコミュニテ
ィが生まれている。この
ような小さな単位のコ
ミュニティが多様に生
まれる可能性が実証さ
れた。 
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 面談した参加者は、大きく２つの層に分か
れた。 
①就職時期の求職活動の厳しさに挫折し
定職につかず何度か転職して 40代に至っ
た方。この層は、例えば、現在 40才の人
が大卒で就職する際、2003 年の労働派遣
法改正が行われ、非正規が 30％を占める
に至った時期に就職活動をしており、「派
遣社員」としてずっと来てしまった流れも
ある。 
②一度は就職したものの、ブラック企業や
働く環境が劣悪な企業等の不幸な理由に
より精神疾患等を患い、健康を取り戻した
後も短時間の就業にしか耐えられない状
況の方 
この２つの層の共通点は、１．安定した職
業≒正社員に就きたいという願いがあり、
就職活動をするも実らず、何度も深く傷つ
いていること。２．さらに、セルフ・プロ
デュース（自己の他者への見せ方、表現）
を含めた、コミュニケーション能力や職業
能力が、社会のどこからも提供されなかっ
たことにより育っていないことが改めて
確認された。 

２．効果 
 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
様な価値観を通じて、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
とを可能とすることをプログラムの狙い
としているが、この点についての有用性は
高いことが参加者からの言葉から判った。
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参加者はほぼ全員、この場で「初対面の他
者が複数で、自分の話を熱心に聞いてくれ
る不思議な体験」という感想を傾聴への感
謝と共に述べている。「些細なことでも対
話を続けてくれた」、「初めて会ったばかり
の人が、ひたすら自分の話を聴いてくれ
た」、「対話している中で、今まで前に進め
ずにいたが、これからのことが考えられる
ようになった」、等の感想が概ね得られた。

 個別で丁寧な、かつ親近感が確保される対
話を重ねることにより、相談者の発言され
ない「声」を拾うことが可能になり、より
困難なキャリアを歩んできた方には敷居
が低くなり、充実した時間となる。自己分
析を自ら行っていく既存の手法とは全く
アプローチの仕方が異なり、さらに、相談
内容は自由に相談者が決められ、最初から
ゴールを決めないという枠組みがかえっ
て偶然の副産物をもたらし、相談者の本音
や潜在的な願いまで引き出されるという
効果がある。 

 オープンダイアローグという手法の特徴
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、自然に起きる変化
≒改善を副産物としている。ゆえに、今ま
でのカウンセリング手法で超えられなか
った壁を乗り越えることが偶然に生まれ
る、ということだが、今年度の実績として
は概ね個々の方にはある一定の手ごたえ
があった。参加者の中で、全く予期せぬ次
のステップを踏む方も生まれ、対話のゴー
ルを支援者側が事前に設定せず、相談者の
裡にある力を信じて、かつ相談者と被相談
者が支援者と被支援者とならないような
フラットな対話の効力が確認された。 
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以上 3点より、3つの効果があったと考え
られる。 

 積極的な求職活動への意欲が高まるとい
う効果。 

 自分の中でぼんやりと描いていた進路に
対する方向性を明確にできるという効果。

 他者との対話の中で出た新たな可能性へ
の挑戦の意欲が生まれるという効果。 

３．課題 
 一回の対話だけでは、相談者の自己肯定感
を急上昇させることは難しい場合があり、
ダイアローグを定期的に重ねていくしく
みを創出する必要がある。 

 ダイアローグの参加を経て、即進路決定が
全てなされるわけではないため、一人一人
のプログラムの履歴を残し、追跡調査を行
い、事後のサポートにつなげていくことが
必要である。さらに、偶然の副産物ゆえに、
計画性や時限的な取り組みではないこと
への関係者の理解を得ていくことが必要。

 リモートでの実施をデフォルトとしつつ
も、参加者の通信環境が良くない場合もあ
り、個別には対面も考えていく。 
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支援者スキルの向上 1. 実施の概観 
相談を受ける人材を育成する中で、先ずはこの
新しい手法を確立すべく、ダイアローグを実際
に展開し、手法としての要件整理を行った。プ
ログラムの性格上、ダイアローグの「正解」を，
明文化することは不可能だが、ダイアローグを
やる上でのルールは整理していくことができ
る。 

2. 効果 
今年度は事業主体組織のスタッフによる試験
的な取り組みみであったが、回を経るごとに、
対話で大切にする「留意点」の精度を上げるこ
とができ、回を重ねることにより、概ね対話す
る力が養われることが分かり、スキルが向上し
ていく道筋を明確にすることが可能となる。 

一人一人のスキルと、対話するチーム全体として
スキルが付く道筋が確認される。 
3. 課題 
事業主体組織から、連携先の支援組織へのノウ
ハウ移転が必要。さらに、プログラム参加者か
ら担い手へ転換していくことも必要。 

• 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。 

2.2.2.3 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：SkillsBuild 

検証ポイント 評価 実証を踏まえての考察 
コースの的確さ 1. 実施の概観 

学びたいこととして多く挙げられていたのは
「PCソフト・スキル（ワード、エクセル、パ
ワーポイントなど）」、「ウェブ制作専門知識（ウ
ェブ制作、ウェブデザインなど）」、「IT専門ス
キル（セキュリティ、AI、プログラミングな
ど）」、「IT資格取得」、「オンライン・ビジネス
スキル」であったが、実際の受講状況を見ると
「社会人・ビジネススキル」が最も高く、次い
で「IT資格」、「オンライン・ビジネススキル」
であった。 

• 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。 
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2. 効果 
進路を意図した 100 名を超える登録実績に加
え、約 45%の方が実際に学習を進めており、就
職活動等に間接的に役立てることのできるデ
ジタルバッジ取得者は 8名であった。 

サポートの的確さ 1. 実施の概観 
今年度は受講内容（何を受講すればよいか）に
関する相談はなかった。求められたサポート内
容は以下の通りである。 
 居住地が静岡市でないが受講できるかどう
か 

 本当に費用がかからないかどうか 
 登録メールアドレスを変更したい 
 登録の仕方を具体的に教えて欲しい 
 デジタルバッジは取得するべきかどうか 
また DanDan 支援員からの依頼により、支援
員に対するサポートを行っている。具体的に
は登録の仕方について、Word が使えるように
なりたいが、そのようなプログラムはあるか
どうかについてサポートを行った。 

2. 効果 
いずれも 2，3 度のメールのやり取りを通じ、
解決済みとなっている。 

3. 課題 
実際に受講をしている人は約 45％であった。
申し込みがあった時点で、登録手法や、講座一
覧、受講者ガイド等を個別メールでお送りする
ことで、初回の受講者自身によるオンライン登
録手続き時の脱落を防いだり、受講したい講座
にたどり着けないといったトラブルを避ける
よう試みたが、さらなる丁寧なサポートによ
り、受講促進を行うことが可能となるかもしれ
ない。当初予定していた SkillsBuild の支援窓
口としての既存の支援機関の位置づけがなさ
れることで、上記の課題解決につながるのでは

• 「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。 
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ないかと考えるため、検討を図りたい。
（DanDan では支援員による丁寧なサポート
による受講が進められており、登録者 2名共に
受講していることはもちろんのこと、受講が進
んでいる状態である。） 

オンライン集合学習の可能
性の追求 

1. 実施の概観 
今年度は実施することができなかった。 

2. 効果 
特になし。 

• 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。例えばニーズの
高い「社会人・ビジネス
スキル」について、
SkillsBuild で事前学習
をしたのちに、何らか
のテーマに沿ったビジ
ネス・シミュレーショ
ン（商品開発、調査、統
計分析、マーケティン
グなど）によるプロジ
ェクト学習を行うなど
が考えられる。商工団
体や個別企業等との連
携による展開も検討し
ていきたい。 

2.2.2.4 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：ライフデザイナ
ー・カフェ

検証ポイント 評価 実証を踏まえての考察 
想定される募集対象と規模 1．実施の概観 

 ライフデザイン・ワークショップに参加
後、プログラムの趣旨を深く理解し、自身
の人生に積極的にこの考え方を取り入れ

• 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
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ていきたいと考える方が対象で、支援側、
被支援側両方の参加を募り、互いの「立場」
を超えて関係を築きコミュニティ化して
いく。 

 特に支援者側について、プラットフォーム
の組織内の「相談員」中心に参加を促して
いる。 

 被支援者側の参加者としては、ワークショ
ップでリピーターとなった方が、「互いの
人生を応援し合う」ための当プログラムの
趣旨を深く理解し参加につながっている。

2．効果 
 小さなコミュニティが多様に生成され、市
内で「ライフデザイン」の考え方が広まっ
ていくことが想定されたが、その萌芽は既
に見受けられる。 

0308 以降追記

方々への理解と多様な
サポートを増幅する必
要がある。 

募集手法の的確さ １．実施の概観 
 就職氷河期世代の直接的な支援を目的と
した他のプログラムに比べ、当プログラム
は、「他者の人生を応援するサポーターに
なりませんか」という趣旨が強いため、各
媒体に掲載する際、メインフレームではな
く、サブフレーム扱いにならざるを得ず、
募集の難しさがある。 

 ライフデザイン・ワークショップの体験が
必須の条件として参加が可能になる当プ
ログラムは、単独で切り出して訴求しにく
い。 

２．効果 
 プラットフォーム内の関係組織に直接働
きかけ参加を促すことは一定の成果があ
る。 

 ワークショップ参加後での参加者への呼
びかけが効率がよい。 

３．課題 

• 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。 
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 市内の市民団体の掘り起こし、社会福祉協
議会などとの繋がりを通して参加者を増
やしていく。 

0308 以降追記

プログラム内容の的確さ １．実施の概観 
 ライフデザイン・ワークショップで体験し
たことを言語化するプログラムになって
おり、改めて自身が気づいたことを言葉に
して出し合い、他者との違いや新たな視点
も学ぶ場になっており、参加者の豊かな言
葉が集積される。体験した直後には気づか
ずにいたことが、少し時間を置くことによ
って、内部に埋められた種が発芽するよう
に、新しい気づきを認識できる場にもな
る。 

 他者の人生を応援する際の大切な言葉が
豊かに放出され、共有される。 

２．効果 
 支援者側が支援する際に普段気を付けて
いる言葉を直接聞く機会ともなり、相互理
解が進み、進路決定や就職活動の最終ゴー
ルへのための好循環、好関係性が生まれ
る。 

３．課題 
 プログラム名を「カフェ」とした意味は、
人財育成を目的としながらも、最終目標と
しては、「場」という意味を持たせ、小さ
な「ライフデザイン・ワークショップ」が
日常的に、いつでも、どこでもできる、と
いうメッセージを含ませているからであ
る。「カフェ」は市内のいたるところに、
小さなコミュニティさえあれば遍在する
状態がゴールであり、このプログラムを普
及させていくための手法が課題となって

• 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。
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いる。課題解決の一つとして、ワークショ
ップとセットで実施することを検討。さら
に、既存の生涯学習の一つのプログラムに
埋め込むことも検討していく。 

0308 以降追記

2.2.2.5 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：働き方
いろいろカフェ

検証ポイント 評価 実証を踏まえての考察 
プログラム内容の的確さ 1. 実施の概観 

【オンライン開催】 
新しい働き方・社会的参画のロールモデルとし
て「地域に根差した働き方」、「NPO という働
き方」、「フリーランスという働き方」、「在宅ワ
ークという働き方」、「起業という働き方」、「社
会的企業という働き方」を示し、受講者募集を
行った。「起業という働き方」、「社会的企業と
いう働き方」は、実施が平日午前中という要因
もあるかもしれないが、受講ニーズは高くない
可能性があるといえる。 

【会場開催】 
既存の企業説明会と比べ、企業の想いだけでな
く、本音や具体的な業務、そこにある働く者と
しての悩みなどを求職者が聞ける機会となっ
た。また企業側にとっても、自社がどのように
視られているかを学ぶ機会ともなり、学び合う
マッチングの場を創出することができた。 

2. 効果 
【オンライン開催】 

 正社員として企業に就職することだけがゴー
ルではないことを具体的に考えることにつな
がった。 

 市内のロールモデルと他地域のユニークな事

• 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。
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例の双方を紹介できるのがオンラインならで
はの良さであることが確認されている。 

【会場開催】 
 静岡県中小企業家同友会とハローワークとの
連携プログラムとして、求職者同士、および、
求職者と雇用側との深い対話が生まれ、双方に
多くの気づきをもたらす場となった。互いに抱
いていた、固定概念や偏見などを払拭する機会
となった。 

 既存の企業説明会と比べ、企業の想いだけでな
く、本音や具体的な業務、そこにある働く者と
しての悩みなどを求職者が聞ける機会となっ
ており、かつ、企業側にとっても、自社がどの
ように視られているかを学ぶ機会ともなり、
「学び合うマッチング（＝フィッティング）」
の場が創出することができた。 

3. 課題 
「すぐにでも就職や就業を求める」対象者が多
いと推測されるため、当プログラムに対するニ
ーズは高くないことは当初より想定されたが、
「再チャレンジを支援する」という事業全体の
ビジョンにおける柱として多様な生き方・働き
方のロールモデルを示していくことは必要で
あると考えるため、次年度以降も引き続き継続
展開を図ることが望まれると考える。 
【会場開催】 
ユニークな「学び合うマッチング(＝フィッテ
ィング)」の場を広めていくことにより、雇用
のミスマッチを減らすことに貢献でき、多様な
業種で展開していき、さらに多くの企業の参画
を推進していく。 

講師の的確さ 1. 実施の概観 
【オンライン開催】 
毎回の講師２人に対して、1人は静岡市内の事

• 他部署や連携プラット
フォームメンバーとの
連携を密にすることで、
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業者とすることを試みたことで、受講者に身近
な存在として捉えていただくことができたの
ではないかと考える。アンケートから追記 

2. 効果 
【オンライン開催】アンケート結果を追記
【会場開催】 
静岡県中小企業家同友会が常に進めている「共
育」がベースにあり、参加した５つの企業の経
営者、および社員が、フラットな姿勢、学ぶ意
欲、率直で誠実な発言が揃っており、「人生は
何度でもデザインできる」という当プロジェク
トのメッセージにも共感が得られた。 

3. 課題 
【オンライン開催】 
静岡市内事業者としての講師に関する情報不
足により、フリーランスや在宅ワークをテーマ
とする回では、招聘することができなかった。
【会場開催】 
多種多様な分野の企業の参画をはかっていく。

講師の招聘をスムーズ
に実現していくことが
望まれる。 

展開手法の的確さ 1. 実施の概観 
オンラインと会場で開催したが、会場の方がニ
ーズが高いことが明らかとなった。また、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よさも確認さ
れた。 
【オンライン開催】 
平日夜間、平日午後、平日午前と 3つの時間帯
で開催をした。いずれも参加者数に偏りはなか
った。 
【会場開催】 
オンライン開催よりも圧倒的に申込者数が多
かった。 

2. 効果 
【オンライン開催】 
平日夜間、平日午後、平日午前と 3つの時間帯
で開催をした。いずれも参加者数に偏りはなか

• より多くの方に受講し
ていただくために、雇
用保険の求職活動とし
て位置付けることが考
えられる。 

• 時間や配分の再検討を
行う。 
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った。 
【会場開催】 
ハローワークとの連携により、雇用保険の求職
活動として位置付ける形での展開は、求職者対
象としては申込者数がかなり多くなることか
ら効果が高いということができる。 

3. 課題 
【オンライン開催】 
参加人数を増やす工夫が必要である。 
【会場開催】 
今回、ハローワークの講座、企業からの説明(5
社)含めたワークショップを 3 時間のパッケー
ジとしたが、時間的にはタイトな感じとなっ
た。

2.2.2.6 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：静
岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム

検証ポイント 評価 実証を踏まえての考察 
プラットフォーム参画メン
バーの確定 

1. 効果 
就労支援関連組織、社会福祉関連支援組織、商
工団体等、多様な組織で構成される支援プラッ
トフォームを構築することで、個別的で多様で
ある就職氷河期世代へのきめ細かい支援を促
すことを目指し設定された３つの対象者層（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社会参加に丁寧な支援を
要する方）全てを網羅することのできる就職氷
河期支援体制を整備することができた。 
【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 

• プラットフォームとの
連携による事業が展開
されている。 

• こころの健康センター、
精神障害者福祉課、静岡
県ボランティア協会、静
岡新聞など必要な構成
員を追加する。 
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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 

2. 課題 
社会的就労または社会的参画という出口を見
据えた際のキープレイヤーとして想定される
市民活動団体、アウトリーチやムーブメント化
（※ここでのムーブメントとは「社会上の運
動」を意味する）に関する協力を必須とするメ
ディアの巻き込みを図っていくことが課題と
なっている。 

参画メンバーの協力のあり
方や役割分担等の検討 

1. 効果 
就労支援関連組織、社会福祉関連支援組織、経
済界等、多様な参画メンバーとの連携により、
様々な共催プログラムを実施することができ
た。 
例） 
・ハローワークとの連携：雇用保険受給者の求
職活動としてこれまで実施されてきた「ミドル
チャレンジ合同企業説明会」とのコラボレーシ
ョンによる「ライフデザイン・ワークショップ」
体験等の実施。 
・商工団体との連携：会員企業複数社を招致し

• 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。 
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た形での職場説明や、仕事体験、社員と就職氷
河期世代がともに語り合う「ライフデザイン・
ワークショップ」等の実施。 
・静岡キャリア形成サポートセンターとの連
携：在職している個人のキャリアアップを図る
プログラム「ライフデザイン静岡市 トークイ
ベント＆ワークショップ」を実施。 

2. 課題 
協力のあり方に偏りがある。 

プラットフォームのあり方
や運営手法等の検討 

1. 効果 
静岡市により「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」が取りまとめられ
た。 
（取り組み事項） 
・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。 
・支援対象となる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。 
・「就職氷河期世代就職促進事業」における支援
対象者ごとの取り組みに係る目標の設定やＫ
ＰＩ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。 
・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。 
（運営） 
・担当者による協議や意見交換の実施 
・会議の開催（年２回程度の会議の開催） 
また就労支援関連組織、社会福祉関連支援組織、
商工団体等、多様な組織で構成される支援プラ
ットフォームを構築することで、３つの対象者
層（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

• 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。 
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支援を必要とする方）全てを網羅することので
きる就職氷河期支援体制を整備することができ
た。 
また就労支援関連組織、社会福祉関連支援組織、
商工団体等、多様な参画メンバーとの連携によ
り、様々な共催プログラムを実施することがで
きた。 

2. 課題 
より具体的な事業を展開できる体制の構築が
必要である。 

2.2.2.7 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との連携

検証ポイント 評価 実証を踏まえての考察
連携・協働の場づくりにお
ける量と質 

1. 効果 
市内主要就労支援団体２団体との連携によ
り、ライフデザインの考え方を踏まえた企業
相談やキャリア体験等が実施され、参加者の
自己肯定感や自信を増したマッチングが図ら
れている。市内主要商工団体・経済団体２団
体との連携により、ライフデザインの考え方
を踏まえたキャリア体験の実施や社員教育・
インターンシップ等の検討がなされ、プログ
ラム全体の出口戦略の実証を進めつつある。
市内主要市民活動支援団体２団体との連携に
より、NPOや市民団体・ソーシャルビジネス
等の多様な働き方を広げる取り組みみが検討
されつつあり、具体的なマッチングにつなが
る場づくりを予定している。市内主要キャリ
ア形成支援団体１団体との連携により、ライ
フデザインの考え方に関する企業在籍者への
セミナー的な場づくりを図り、キャリアアッ
プや支援人材育成に資する取り組みみを進め
ている。 

2. 課題 

• NPO等多様な働き方へ
の出口マッチングの可
能性を検討する必要が
ある。 
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プラットフォームをもとにした市内主要団体
による全市的な活動としての動きが作られつ
つあり、今後、それぞれの組織連携の相乗効
果等により、多くの参画者・参加者を巻き込
む大きな流れを生む分岐点を見通していくこ
とが望まれる。 

就労マッチング数やそれに
よる就労者数 

1．展開 
令和 3年度までの連携を基に、就労マッチン
グの手法の検討を進める。 

プロジェクトへの参加組織
の数と関わり方 

1. 効果 
プラットフォームに基づいた、就労支援組
織・市内主要支援団体・商工団体等との幅広
い連携による実験的な協働プログラムが、そ
れぞれ然るべき検討・議論の上で実施され、
解決手法１～５の、関係者・対象者に応じた
意義・有効性等の確認・実証が進んでいる。
その中で、各プログラムの発展的な応用プロ
グラムのあり方や実施方法が見出されつつあ
る。 
目標の一つである就労や進路決定の出口とな
り得る各団体の構成・関係組織（企業・団
体）の参画も、タイプを変えた相談会やセミ
ナー、体験会等の実施により、参加・関係組
織数はすでに 20組織を越えている。さらに
様々な働き方・社会的参画を意図したNPOや
市民団体・ソーシャルビジネス等の組織との
マッチングの機会も検討されており、参加組
織の質的な多様化の展開も見えてきている。 

2. 課題 
今後は各団体とのパートナーシップの組み方
と合わせ、各々が事業領域となるような事業
計画上の戦略構築が求められる。 

• 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。 
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2.2.2.8 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きめ細やかなアウトリーチの
実施

検証ポイント 評価 実証を踏まえての考察 
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 

1. 効果 
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を実
施。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。今後もさ
らなる認知度の向上に向け静岡新聞やチラシ
等での広報の継続を計画している。 
また公式サイトも開設。上位表示はサイト公
開（11月 1 日）から 2カ月後の 1月時点で
「ライフデザイン静岡市」、「就職氷河期＋静
岡市」での検索で上位に表示されるようにな
った。 

2. 課題 
対象者層に絞ったアウトリーチとはなってい
ない。 

• 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。 

• 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。 

情報発信ツールの活用度 1. 効果 
SNS として 11 月より 3月までフェイスブッ
ク、インスタグラムを活用したが SkillsBuild
においては特にこれらを経由した申し込みが
多かった。 

2. 課題 
Line については試験的な活用時に、費用対効
果がよくないことが分かったため、本格的な
活用は行わなかった。フェイスブック、イン
スタグラムについては費用対効果がよいた
め、継続的な活用が想定される。 

• 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。 

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 

1. 効果 
プラットフォームメンバーや関連組織との綿
密な連絡調整を図ると共に、関係者メーリン
グリストを設置することで、プログラム開催

• 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
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情報等に関する定期的な情報発信を行うこと
ができた。 
また参加者を対象としたメールマガジンも発
行することで、さらなるプログラム参加を促
進した。合わせて個々人に対するメールや電
話等でのサポートによるきめ細やかなフォロ
ーアップを行ったことにより、「ライフデザイ
ン・ワークショップ」の受講者の一部からは
自発的に事業推進に協力したいという申し出
もあり、ライフデザイナー的なコミュニティ
化がなされたり、当初予定していなかったグ
ラフィックレコード（議論や対話のプロセス
を構造化して、ビジュアルとして対面タイム
で描きだす手法）での記録、およびレコーダ
ー（書き手）としての参画がなされたりと、
プログラムと体制についても広がりが生まれ
た。 

2. 課題 
関連組織との連絡調整においては、メール等
でのやり取りよりも対面、電話でのやり取り
の方がスムーズであり、タイムラグが生じる
ことが課題であった。 

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。 

2.2.2.9 評価のまとめ 

2.2.2.9.1 全体サマリー 

〇プログラム内容 
• ライフデザインの考え方や取り組みは、すぐに量的な就職や就業に結びつ
く評価はしづらいが、質的にはこの間の受講者からの自己肯定感の向上や
積極的な就労・進路決定に対する意識変容などの声や反応を踏まえ、再チ
ャレンジへの第一歩を踏み出すためのきっかけづくりとして、意識や行動
の変容を促すことが可能であるという多角的な評価が図れた。 

• 就職氷河期の 3つの対象者層のうち、「長期にわたり無業の状態にある
方」、「社会的参画に向けたより丁寧な支援を必要とする方」の層が参加者
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の中心となり、十分な反応が得られていることに加え、「不安定な就労状況
にある方」の層に対してもダイアローグの手法等を中心とした時間をかけ
た取り組みにより、ライフデザインの考え方や取り組み各層に対して十分
に機能することが明らかとなった。 

• プログラムの実施時間や形態、内容に関しては、設定される達成目標や実
施する際の連携組織の実情、事業化可能性等に合わせて設計し、事情に合
わせて調整した展開形をさらに検討する必要があり、プラットフォームに
おける組織活動等を踏まえ深耕していくことが望まれる。 

〇プログラム実施 
• 継続的な展開に当たっては、対象者層に応じた入口の設定や、プログラム
の受講フロー（順番）や実施期間、多様な出口への対応を想定した複線的
で継続的に効果のある運用が求められ、それを実現する持続可能性を持つ
エコシステム（生態系的に相互が補完し合う自発的な運用を可能とする事
業のあり方）を構築する必要があると考えられる。 

• プログラムの推進や実施を担う主体のあり方について、パートナーシップ
やアライアンス（複数の異業種企業が、互いの利益を上げる、業務を拡大
させる、新規事業を立ち上げる、といった目的で、業務提携を交わす経営
スタイル）、組織誘致などの考え方と合わせ検討をさらに進めていく必要が
あり、それに向けた既存支援組織、協働可能性を見出せる組織等とのさら
なる連携や組織展開を図ることが求められる。（例：事業部会／事業会社） 

• 顕在化している就職氷河期世代に対して着目した広報とともに、まだ十分
に実施されていない既存の支援機関等を通じた草の根活動等により、さら
なる潜在的な対象へのアウトリーチが必要であることに加え、それを支え
るサポーター・支援人材の拡充に向けて、幅広い市民参加によるライフデ
ザイン・ムーブメント（※ここでのムーブメントとは「社会上の運動」を
意味する）の形成が望まれる。 

〇事業の持続可能性 
• 再チャレンジを支援する“オール静岡市”としてのプラットフォームの活動
をベースに、既存支援組織やその他想定される関連組織との連携をさらに
推進し、各組織が持ち寄ることのできるリソースを明らかにした上で、そ
れぞれの事業化の可能性を追求して事業領域を構築展開していくことで、
事業の持続可能性を検討することが求められる。 

• 今年度事業の中でその萌芽が見られたプログラム受講者がサポーターやフ
ァシリテーター等の立場で運営主体にも関わることにより、参加者の自立



39 

性の向上や社会的参画への道筋を開き、事業運営の自律的な自走も見通す
エコスシステム化についても積極的な展開が期待できる。 

• ソーシャルビジネス・モデルを中核とし、事業開発による事業収益、およ
び公共により支える補助金や助成金、寄付金等を含めた行政予算のバラン
スを考慮し、新たな官と民の協働による持続可能な官民連携型の事業モデ
ルの検討が求められる。 

2.2.2.9.2 基本計画への解決展開 

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

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。 
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関や参加者に体験してもらう必要性が
明らかになった。 

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：
SkillsBuild
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、雇用保険の求職活動としての位
置づけ、講師の招へいや時間数、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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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

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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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。 
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3 基本計画 

基本計画への解決展開を基に、基本計画を次のとおり整理した。 

3.1 基本計画において実施することとした３つの事業の概要 

【事業１】ライフデザイン・カフェ事業 
今年度の実証実験結果から、有効な就職氷河期支援事業として事業設計するためには、継続
受講を可能とするプログラムの設計や拠点的機能の整備が必要とされることが明らかとな
ったため、解決展開２で示した「継続受講を可能とするプログラム設計や拠点的機能を意図」
するものとして当事業を計画する。 

【事業２】ライフデザイナー育成事業 
本事業の核となる各種ライフデザイン・プログラムを継続的かつ市内各地で展開していく
ためには、プログラムを実施することのできるライフデザイナーの育成が必要とされる。令
和 3 年度の実証実験を進める中で、ワークショップ受講者がサポーターやファシリテータ
ーとして活躍していきたいと自発的に名乗りをあげたり、そのようなメンバーによるコミ
ュ二ティがつくられたりという現象が見られた。このことから、解決手法４で示した「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を構築」するものとして当事業を
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計画する。 

【事業３】ライフデザイン思考人財フィッティング事業 
スキルの向上という側面において展開している「SkillsBuild」プログラムでは、スムーズな
受講促進のためには、登録から受講までの丁寧なサポートが必要とされることが明らかと
なった。 
また出口を意図した企業等との連携においては、ハローワークの合同企業相談会において
のプログラム展開や、静岡県中小企業家同友会との連携による所属企業経営者や社員との
合同によるプログラム実施などを通じ、プラットフォームメンバーとの連携を図っていく
ことの効果や重要性が確認できた。 
一方、意識変革という側面において、当事業のビジョンである再チャレンジへの歩みを進め
ていただくためには、引き続き多様な生き方・働き方のロールモデルを示していくことが求
められると考える。 
これらのことから、解決展開３「継続的なプログラム提供と丁寧なサポートを実現する事務
局機能の整備」、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」、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」
を実現するものとして当事業を計画する。 

また、事業は次の点に配慮して実施する必要がある。 

【ライフデザイン・ワークショップ プログラムの更なる改良と展開】 
実証実験を通じて、「就労支援組織との連携における親和性が高いこと」、「スキルアップに
向けた動機付けを促進すること」、「再チャレンジに向けた前向きな意欲を醸成すること」、
「多様な参画メンバーとの連携よる共催プログラム展開が効果的であること」などが明ら
かとなった。そのため、解決展開 1で示した「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」と、解決展開 6で示した「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」を意図し、
プログラムの更なる改良と展開を図る。 

【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】 
アウトリーチにおいては、「連携機関を通じたチラシの手渡しによるきめ細やかな PR が効
果的であること」、「受講者へのきめ細やかなフォローが重要であること」、「費用対効果の高
い SNS の活用は PR 効果が認められること」、「メーリングリストやメールマガジン等の活
用は効果的であること」などが明らかとなった。そのため解決展開８で示すように、「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」を意図し、
さらなる展開を進めていく。 
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3.2 事業目的等について 
以下に、３つの事業の目的、事業領域、事業モデルの考え方について記載する。 

3.2.1 事業目的 

就職氷河期世代を対象とした進路決定や就労支援を中心的な目的とする。 

3.2.2 事業領域の設定 

下記のとおり、３つの事業において実現を図る領域を設定する。 

〇ライフデザイン・カフェ事業 
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
ベースでの対面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、「コミュニティカフ
ェ」「リビングラボ」等、先行事例を手掛ける社会的企業との連携・誘致、コミュニティ
機能が有益な一般企業・教育機関との連携等、自立化につながる形で検討。 
【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対面コミュニティの運営 
【中長期的展開】 
（上記に加え） 
• 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・カフェの運営への検討 
＜連携可能性＞ 
• DanDan、サポステ等による場所や人的協力 
• 中小企業家同友会、商工会議所等からの紹介を通じた地元企業の協賛 
• ソーシャルビジネス・ネットワーク・メンバーの社会的企業との連携・誘致 
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〇ライフデザイナー育成事業 
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】
（上記に加え） 
• 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 
＜連携可能性＞ 
• 生涯学習施設での実施 
• 中小企業家同友会、商工会議所等からの紹介を通じた地元企業人の協力 

〇ライフデザイン思考人財フィッティング事業 
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を行う。農業等一次
産業や、在宅ワーク等も視野に入れた出口展開を想定。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。  
【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 
【中長期展開】
（上記に加え） 
• 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 
＜連携可能性＞ 

• 受講者のハローワーク等、既存の就職支援組織カウンセラーへのリファー 
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• 中小企業家同友会、商工会議所等からの紹介を通じた地元企業とのフィッティン
グ 

• DanDan による IT 学習拠点の整備 
• 市民活動センターとの連携によるNPO等とのフィッティング 
• 静岡新聞との連携による就労マッチング事業の検討 

◆事業領域の設定上、プログラムの核となる「ライフデザイン・ワークショップ」は短時間
パターン／長時間パターンといった時間に配慮したものや、理論編／実践編といった内容
に配慮したものなどいくつかの展開形を作り、連携組織の既存支援手法への埋め込みを行
う。 

3.2.3 ソーシャルビジネス・モデルの構築 

各種事業のエンジンとなりうる組織や、各組織のリソースの発掘を行い、社会性・公共性と
事業性が両立しうるソーシャルビジネス・モデルを構築する。 
中長期的にカフェ事業、ライセンス事業、職業紹介業等のビジネスモデルも視野に入れ、事
業目的に沿った新たなソーシャルビジネスとして展開することを意図し、先行事例を展開
する社会的企業家からのノウハウの提供や連携・誘致等の推進も図る。  

3.3 組織について 
   以下に、事業推進のための組織の考え方について記載する。 

3.3.1 プラットフォームのさらなる展開 

「オール静岡市」として就職氷河期世代の就職支援を応援していく機運を高め、中長期的な
再チャレンジ・ムーブメント展開（※ここでのムーブメントとは「社会上の運動」を意味す
る）も視野に入れ、推進母体は設立されたプラットフォームをベースに推進する。 
今年度設立された「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム（以下、「PF」という。）」
においては、担当者による「ビジョン会議」に端を発する連携の動きを推進するよう、「ラ
イフデザイン・ビジョン・フォーラム（交流会）」を設定し、年次イベントとして展開して
いくなど、プラットフォームとしての情報発信も図る。 

3.3.2 パートナーシップによる組織展開 

PF には次の部会の設置を検討していく。 
• ライフデザイン・プログラム部会 



48 

• 「ライフデザイン・カフェ事業」部会 
• 「ライフデザイナー育成事業」部会 
• 「ライフデザイン思考人財フィッティング事業」部会  など 

3.3.3 アライアンスによる組織展開 

具体的に多様な組織との積極的なアライアンス（複数の異業種組織が、互いの利益を上げる、
業務を拡大させる、新規事業を立ち上げる、といった目的で、業務提携を交わす経営スタイ
ル）による事業推進を図る。 
• 静岡新聞：共同キャンペーンの継続展開／職業紹介業での連携など 
• 商工団体メンバー企業：ライフデザイナー登録／インターンシップ受け入れ／人材募集
など 

• 市民活動センターメンバー：ライフデザイナー登録／インターンシップ受け入れ／人材
募集など 

• 大企業：ライフデザイナー登録／インターンシップ受け入れ／人材募集など 
• 一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク（事業受託社）メンバー企業（NPO）：
事業連携や誘致など 

3.3.4 運営主体についての仮説 

運営主体については、事業実施計画に向けて、引き続き検討を図る。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 

• 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 

3.4 対象開拓（マーケティング）について 
 以下に、就職氷河期支援において、対象ごとにどのような対象者の開拓対応をしてい
くことが望まれるかについて記載する。 

3.4.1 一般就労／社会的就労／社会的参画による多様な出口展開 

昨年度基本構想で、当事業のビジョンと、ビジョンの実現に向けた展開の柱として以下を想
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定した。 
〇ビジョン 
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 
〇ビジョンの実現に向けた展開の柱 
『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。』 
これを実現することのできる事業として、一般就労だけでなく、社会的就労、社会的参画が
出口として並列する形での事業計画とする。 

基本構想に基づき、一般就労については今年度積極的な連携を進めてきたハローワーク、中
小企業家同友会（および同友会を通じた個別企業）等に加え、社会的就労や社会的参画につ
いては市民活動センターや福祉的就労支援組織等との連携による事業展開として計画する。 

3.4.2 就職氷河期世代の3つの対象者層と、支援者層への対応 

支援対象は、厚生労働省によって定められた就職氷河期世代の 3 つの対象者層全て、すな
わち、「就職氷河期の不安定な就労状態にある方」、「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）」とする。
対象ごとの開拓（マーケティング）の考え方は以下とする。 
【３つの対象者層】 
①就職氷河期の不安定な就労状態にある方（正規雇用を希望していながら不安定な就労状
態にある方、現状よりも良い処遇を目指す方）→「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。 
②就業を希望しながら長期にわたり無業の状態にある方（就業を希望しながら、様々な事情
により求職活動をしていない長期無業の状態にある方）→「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。 
③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）→「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。 
【支援者層】 
「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。生涯学習施設
の受講修了生や、中小企業家同友会やキャリア形成サポートセンター等の会員企業や関係
組織のメンバーを中心に、事業の応援団としてのサポーター候補の巻き込みを図っていく。 
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3.5 事業促進（プロモーション）について
以下に、全体を通じた事業促進計画と、対象別事業促進計画等について記載する。 

3.5.1 全体を通じたプロモーションについて

全体を通じては、今年度展開した以下のプロモーションを行う。 
• 市広報誌や生涯学習施設等メールマガジン等での告知 
• 公式サイトの設置（https://lifedesign.socialbusiness-net.com/program） 
• サイトへの誘導を意図した SNSでの広告掲載 
• 募集チラシの作成（全体、個別） 
• 市関連施設、ハローワーク等既存支援組織等での募集チラシの配架、および既存支援組
織が発行する刊行物との同封による会員等への配布 

• 静岡新聞での広告掲載 
• プログラム参加者や関係者へのメールマガジンの配信 

対象別プロモーションは以下の通り設定する。 

3.5.2 ３つの対象者層に対するプロモーションについて 

前項で記載した 3つの支援対象者層にふさわしい対象別広報展開を図る。
①就職氷河期の不安定な就労状態にある方（正規雇用を希望していながら不安定な就労状
態にある方、現状よりも良い処遇を目指す方）： 
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。 
②就業を希望しながら長期にわたり無業の状態にある方（就業を希望しながら、様々な事情
により求職活動をしていない長期無業の状態にある方）：
サポステやジョブステ等の支援組織の支援を受けていることを想定し、これらの組織への
チラシの配架や個別の呼びかけ等を通じたアウトリーチを図る。 
③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）（支援対象者やその家族の実
態やニーズに応じた、就労に限らない多様な社会参加に向けた支援を必要とする方）： 
DanDan やきらり等の支援組織の支援を受けていることを想定し、これらの組織へのチラ
シの配架や個別の呼びかけ等を通じたアウトリーチを図る。 
※特に②、③においては、民生委員や自治会等を通じたより草の根レベルでのアウトリーチ
が行われることが望ましい。今後の事業推進を通じ、可能な範囲でリスト化を図る。 
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3.5.3 潜在的な対象者に対するプロモーション 

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（社会的課題の解決を目的と
して行われる宣伝活動）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合わせて活用する。 

3.5.4 支援者に対するプロモーション（情報共有による事業促進） 

支援対象者への直接のつながりを持つ連携プラットフォーム関係者間での密な情報共有を
図る。今年度設置した現場担当者をネットワークしたメーリングリストを通じた継続的か
つ定期的な情報共有を図る。 
あわせて事業を通じて育成される「ライフデザイナー」のコミュニティを形成し、オンライ
ン・コミュニティ・ツール等を通じたコミュニティ内での情報共有を図る。 

3.5.5 ＰＤＣＡによる計画の見直し 

3 つの対象者層、潜在的な対象者、支援者に対するプロモーションは、実施期間ごとにター
ゲット別の大枠の効果測定を行いながら、PDCA プロセスを回すことによる計画の見直し
を図り、より最適な形でのプロモーション活動へと軌道修正を行う。 

3.6 拠点について 
 以下に、事業推進に当たっての拠点の考え方について記載する。 

3.6.1 支援拠点の遍在化への対応 

ライフデザイン・ワークショップをはじめとした各種プログラムを、当面、DanDan やサポ
ステの居場所等既存の支援拠点や、生涯学習施設、大学等教育研究期間、産業支援センター
等、さらには市内カフェ、企業内会議室等で出前講座的に実施していくことで、“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を実現する。 
これにより、就職氷河期世代を始めとした再チャレンジを目指す多くの市民に向け、いつで
もどこでも何度でも、気軽にプログラムを提供していく機会提供が向上できると考える。 

3.6.2 事業者とのアライアンスによる旗艦拠点の設置の検討 

遍在化された拠点に加え、将来に向けて旗艦拠点の設置を検討する。被支援者と支援者が継
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続的に交流できる“居場所”をつくることで、支援者の強力な巻き込みや、被支援者のよりど
ころとしての、より丁寧なサポートを推進することが可能になり、最終的には、そこから生
み出される人財（被支援者の支援者化）や関係性（金銭的対価だけではない事業に関わりた
いというモチベーション）等により、事業が自発的に運用される姿を描くことが可能になる
と考える。旗艦拠点は既存類似事例推進事業者とのアライアンス（複数の異業種組織が、互
いの利益を上げる、業務を拡大させる、新規事業を立ち上げる、といった目的で、業務提携
を交わす経営スタイル）によるソーシャルビジネス型としての展開等、今後手法を検討して
いく。 

4. 令和 4年度 事業実施計画案 

4.1 令和 4年度の位置づけ 
令和 4 年度は推進体制確立ステージとして位置づけ、実際の計画事業展開のさらなる高度
化実証を進めながら、現実的な事業実施計画を意図した事業戦略・戦術の策定、本格事業の
導入を意図した支援、既存地域リソース連携のさらなる強化（継続）を行う。 

4.2 展開概要 

4.2.1 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

• プラットフォームにおける部会の設置と推進 
ライフデザイン・プログラム全体、および基本計画に基づく 3事業の検討を進める
4つの部会を設置し、事業ごとにふさわしい「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラ
ットフォーム」の複数のメンバーや、その他関連する組織や個人が、それぞれの部
会に所属する形での検討および事業推進を図る。
① ライフデザイン・プログラム部会 
② 「ライフデザイン・カフェ事業」部会 
③ 「ライフデザイナー育成事業」部会 
④ 「ライフデザイン思考人財フィッティング事業」部会 など 
①では、想定される連携組織ごとの基本となるプログラムや、その埋め込みのあり
方を中心とした検討を図る。 
②～④の事業部会には、参考となる先進事例を展開している社会的企業家や研究
者等をアライアンス（複数の異業種企業が、互いの利益を上げる、業務を拡大させ
る、新規事業を立ち上げる、といった目的で、業務提携を交わす経営スタイル）候
補として招聘する形での検討を図る。 

• ライフデザイン・ビジョン・フォーラムの開催 
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「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」やライフデザイナーなどが一
堂に会する情報交換や交流の場として設置。事業の推進と情報発信・浸透を目的と
した年次イベント化を意図し、試行的に展開する。 

4.2.2 計画事業の高度化展開～本格事業導入を意図した試行的実施 

• 基本計画および部会活動で検討された内容をもとに、現実的により高度化されたプ
ログラムの試行的実施（運用）を行う。 

• 広報展開も含めたプログラムの実施の流れを一連のものとし、推進体制も自律分散
型で自走しやすいエコシステム型（自発的運用型）を目指し、通年での持続可能な
事業運営のあり方を試行する。 

4.3 令和４年度の事業スケジュール 
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5. 令和 5年度以降の再チャレンジ支援について 

5.1 静岡市の再チャレンジ支援への展開について 

静岡市においては、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く。「まちづくり」は「ひとづくり」を標榜し、公民連携した市民育成
事業として展開し、誰一人取り残さない（No one will be left behind.）という理念に則り、
広く支援対象を掬い上げるスキームを目指す。 

将来のあるべき
姿

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が実現され
ている。

（資料）第４次静岡市総合計画（令和 5年度～）の策定に関する基本方針
１ ４次総の基本的な考え方：第３次総合計画を充実・強化させるため、総合戦略をはじめ、
ＳＤＧｓを取り入れ、新型コロナウイルス感染症やライフスタイルの変化など、本市を取り
巻く環境に適切に対応するものとする。 
２ 総合計画の体系：４次総は、基本構想、基本計画及び実施計画をもって構成する。 
（１） 基本構想 【構想期間】終期なし 
本市の「まちづくりの目標」と「目指す都市像」を示す。 
（２） 基本計画 【計画期間】８年間（令和５～１２年度）
基本構想に掲げる「目指す都市像」を達成するため、次の内容を記載する。期間は８年間で
あるが、約２０年後の２０４０年を見据え、バックキャストでこの８年間で取り組む内容を
示す。 
 ■計画の背景（３次総までの評価、社会経済情勢、課題整理等） 
 ■人口推計、土地利用構想（都市空間計画、土地利用計画） 
 ■総合戦略、SDGs 
 ■地域経営の指針 
  ・行政内部の改革（デジタル化、アセットマネジメント等） 
・官民協働の推進（市民との協働、民間活力の導入、エリアマネジメント推進等）

  ・広域連携の推進（広域行政、５市２町の連携強化） 
  ・行政サービスの見直し（オープンデータ、自動化、キャッシュレス等） 
 ■3 事業計画（必要に応じて拡大） 
 ■各行政分野の基本的な方向性（各局が主体的に作成） 
（３） 実施計画 【計画期間】 

前期４年間（令和５～８年度）、後期４年間（令和９年度～12年度） 
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 原則、基本計画に示された 3 事業計画に基づく事業及び各局の重点的な事業について、
財政計画との整合を図り、具体的な実施内容等を示す。 

（資料）ＳＤＧs17 の目標を意識した全世代の再チャレンジ支援施策
令和２年からの３か年において就職氷河期世代就職及び社会的参画支援事業に集中的に
取り組むことで、全世代型再チャレンジ支援施策の基礎となる手法の有効性の確認と支援
ターゲットを絞った目標（取り組みに係るＫＰＩ）の達成を目指す。令和５年度以降は全年
齢に対象を拡大して展開することを視野に入れ、幅広い年齢層に対して就労支援等を行う
ことにより総活躍の持続可能な社会を実現させるための施策とすることを目指す。 

5.2 新規事業 展開方針案 

働くことに何らかの困難を抱えている全ての市民、再チャレンジを目指す全ての市民を幅
広く支援するリカレント教育を中心的な目的とし、誰一人取り残さず誰もがさらに働く喜
びを共有できる SDGs の精神にも叶う、社会的かつ持続可能な事業モデルづくりを中核と
する。 
令和 4 年度までの三か年は、内閣府の就職氷河期世代に対する補助事業としての事業開発
を行うが、その後の３か年を目途に全世代の再チャレンジを推進する、それに代わる補助金、
助成金も視野に入れながら事業開発を図る。全体は令和 12 年度までの期間として見据え、
最終となる 5か年は民主導型自走化モデルを構築する。
令和 2 年度から 4 年度までの三か年は再チャレンジを必要とするコアターゲットとしての
就職氷河期世代を対象とし、令和 5 年度以降はさらに全ての働きづらい方々への就労支援
を含めた再チャレンジ支援へとすそ野を広げていくことで、コアターゲットとしての就職
氷河期世代への支援もより効果的な形で加速化する。 
そのための事業スキームづくりも目的とし、中長期的にはリカレント教育を通じた「ライフ
デザイナー（再チャレンジ推進者および支援者）」育成に力点を置き、社会的参画や就労支
援も含めた幅広いムーブメント展開（※ここでのムーブメントとは「社会上の運動」を意味
する）を視野に入れた事業設計を図る。 
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資料）令和 3年度事業 実施状況 

I. 静岡モデルの解決手法１：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「ライフデザイン・ワークショップ」 

i. プログラム概要 
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 プログラム改良の理由 
 丸一日という時間的拘束が厳しく、もっと短時間のプログラムなら参加しやすい
というニーズより 

 ライフデザインの理論的な内容が難しいと感じる方が一定数存在する。 
 各パートナー（ハローワーク、キャリア形成支援センター等）との連携におい
て、それぞれの対象や目的に応じカスタマイズする必要があるため 

 改良の方向性 
 理論編と実践(ワーク)編を切り分けて、実践(ワーク)編だけでも十分目的が果た
せるものとしていく。 

 理論編は、関心のある方々向けの「選択科目」とする。 
 丸一日ヴァージョン、半日ヴァージョン、２～３時間ヴァージョン等、じっくり
参加型からお試し体験的なものまで、ヴァリエーションを考慮する。 

 改良後の成果 
 実践編のみ参加する形でも、十分参加者にはプログラムの趣旨が伝わり、充実し
たワークショップとなった。時短した分、参加者を増やすことに寄与した。 

 各パートナーとの連携において、綿密な打合せを重ね、それぞれの対象や目的に
合わせたプログラムの構成が考えられ実践できた。 
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ii. プログラム実施状況 

II. 静岡モデルの解決手法２：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「ライフデザイン・ダイアローグ」 

i. プログラム概要 

実施日時 ナビゲーター 会場 参加人数 特記事項
10月13日（水）
9:30-17:15 梅本龍夫氏、臼井清氏 オンライン 1名

10月31日（日）
9:30-17:15 梅本龍夫氏、臼井清氏 オンライン 2名

11月14日（水）
9:30-17:15 梅本龍夫氏、臼井清氏 オンライン 2名

11月15日（月）
13:30-14:30 梅本龍夫氏 清水テルサ 51名 ハローワーク主催の「ミドルチャレンジ合同企業説明会

（求職活動）」のコーナーとして展開
11月17日（日）
9:30-17:15 梅本龍夫氏、臼井清氏 オンライン 2名

12月10日（金）
13:30-14:30 梅本龍夫氏 清水テルサ 51名 ハローワーク主催の「ミドルチャレンジ合同企業説明会

（求職活動）」のコーナーとして展開
12月12日（水）
9:30-17:15 梅本龍夫氏、臼井清氏 パルシェ７階会議室 7名

12月23日（木）
9:30-17:15 梅本龍夫氏、臼井清氏 パルシェ７階会議室 6名

1月23日（日）
9:30-17:15 梅本龍夫氏、臼井清氏 レイアップ御幸町ビル 8名

1月26日（水）
9:30-17:00 梅本龍夫氏、臼井清氏 レイアップ御幸町ビル 31名 「ミドル・チャレンジ・ライフデザイン・セミナー」とし

てハローワークの求職活動として展開
2月4日（金）
13:30-14:30 臼井清氏 清水テルサ 40名 ハローワーク主催の「ミドルチャレンジ合同企業説明会

（求職活動）」のコーナーとして展開

参加人数合計 201名
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ii. プログラム実施状況 

実施日時 相談者 面談者 実施概要
（相談内容等） 対応者からのリフレクション 特記事項

11月17日(水）
18：00～19：
00 Sさん

服部、松倉、
町野、梅本、
臼井

生活の中の心配ごと
職場の上司との関係に悩んでいる。

・自分のことだけじゃなくて上司の気持ちも思いやる、とてもやさしい人。
・上司もいまは受け止められないかもしれないけれど、時間がたてばわかる時が。
・気にかけてくれている人がいることは、上司にも心強いはず。見守ることも。
★次回/連携機関への申し送り：ズームの音声が不安定で、今回の対話だけでは
心情をくみ取ることが難しかったので、さらなる対話を続ける必要がある。

ＷＳ参加者

11月17日(水）
19：30
～20：30

Ｓ.Ｋ.さ
ん

服部、松倉、
町野、梅本、
臼井

自分の中の偏見や思い込みを克服したい。
自分だけでも変わっていき社会を変えたい。

・エネルギーを感じる。エネルギー＝温泉だとしたら、そこに旅館ができて、
街ができて・・・なんていう展開もありそう。
・自分だけではなく、社会やまわりを変えたい気持ちも持っていそう。
・仕事を探している、とはいえ、もしかしたら「就職（就社）」ではないのかも。
起業、それもスモールビジネス？
・思い描く生き方・暮らし方や、自分なりの「仕事」とのつきあい方がありそう。
仲間が増えるといいのかも…
★次回/連携機関への申し送り：もう少し対話を重ね、どんなライフデザインを
したいのかの探究が必要。

ＷＳ参加者

11月24日(水）
19：30
～20：30 M.Y.さん 服部、松倉

梅本、村田

今後の進路の選択についての悩み。どのよ
うに、何を選んでいくかを迷っている。
前職では低い評価しか得られず、自分に自
信がない。これからの仕事に後悔したくな
い。人の意見を聞きたかった。やりたいこ
との方向性は決まっている。

・職場での評価は、まわりの嫉妬では。物差しは他にもいろいろあるのでは。
・言葉の豊かさが素敵。書いたものを読んでみたい。
★次回/連携機関への申し送り：「次の一歩」は→１ページでも１文字でも書い
てみること。宅建の結果も出るはずなので（おそらく大丈夫なはず）、就職活動
ももう少し進めておきたい。

WS参加者

12月15日(水）
18：00
～19：00 H.Tさん 服部、松倉

梅本、村田
色々な仕事に就いてきて、現在は求職中。
どんな分野、方向性に進めばいいか迷って
いる。

・経営者タイプ？人を育てる仕事（教育）が向いていそう。
・フランチャイズも可能性があるのではないか。
・目の前の状況を身体でとらえて創意工夫をするのが上手。
・何をするかじゃなくて誰と、では？ハローワークではなく現場を見たら？
★次回/連携機関への申し送り：「自分で動いてみる」行動の結果をフィード
バックしてもらう。引き続きの対話で。

ＷＳ参加者

実施日時 相談者 対応者 実施概要
（相談内容等） 対応者からのリフレクション 特記事項

12月15日(水）
19：30～20：30 Y.Fさん

服部、松倉
梅本、村田

自分の得意とすることを活かした仕事を
見つけたいが、中々求人情報をみても見
つからない。

・話すのが本当に楽しそう。
・接客に向いていると思う。
・雑貨、ブランドものなどラグジュアリーなものを扱ったり、プロの販
売士、百貨店の外商とか。不動産も向いてるんじゃないだろうか・・・
・あえて新しいことにチャレンジしてみてもいいんじゃないだろうか。
★次回/連携機関への申し送り：まだ、活路を見いだせていない。継続
的な対話が必要。

WS、カフェ、
参加者

12月22日(水）
19：30～20：30 Y.K.さん 服部、松倉、町

野、梅本、村田

離婚の経験から自信を失っている。転職
回数が多いことも自分を変えたいという
理由。現職(パート）を続けながら、仕
事を増やし経済的自立を果たしたい。将
来、人を支える仕事をしたい。

・言葉を選んで語るライフストーリーがとても素敵。
・「人を支える人に」という熱意がとても感じられる。
・むずかしい業界ではあるがボランティアから始めてみてもいいのでは。
・人と長時間一緒にいるのが辛いのであれば、IT系の副業の可能性も？
★次回/連携機関への申し送り：市民活動センター等の紹介。ＬＤＷの
参加も促す。

広報誌「しず
おか気分」

2月2日(水）
18:00～19：00

Tさん 服部、松倉、町
野、村田

・前回のダイアローグ後、飲食業を中心
にいろいろな求人をみたり、実店舗をみ
てみたりした。しかし「違うなー」とい
う印象。求人で見る仕事は「言われたこ
とをやるだけ」に見える。会議や相談を
しながら仕事ができる職場環境を望んで
いる。
・正社員、パート・アルバイト、契約社
員のどの働き方がいいのかがわからない。
・どう仕事をしていくのがいいのか、理
想のイメージができない。
・飲食業以外の仕事は、スキルズビルド
を受講してみて「何を知らなかった自
分」に気づいた。そんな状態ではできな
いと思った。
・ワクワクするものは・・・ない？ 趣
味でやっている囲碁教室は時間がかかる
のではないかと思っている。

・過去の成功体験から飲食を目指しているようだが、新しいこともでき
るのでは？
・囲碁教室の話のときが、いちばん楽しそうだった。
・働き方として、独立心や自立心を生かせるものの方がいいのでは。起
業は？
・目標を立てて前に進む人、需要を見極められる人。

リフレクション後：囲碁は人気がなくなりつつある。６０歳になってか
ら教室で起業しても、顧客がもういない。始めるならいまから考えない
と…）

★次回／囲碁教室の事業化に向けての事業計画を考えてみる。そこから
仕事を考える。

ＷＳ、ダイア
ローグ2回目、
参加者。
SkillsBuildsへ
もエントリー。
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※最終ページは今後記載 

実施日時 相談者 対応者 実施概要
（相談内容等） 対応者からのリフレクション 特記事項

2月2日(水）
19：30～20：
30

A.S.さ
ん

服部、松倉
村田、臼井

・短大卒業後、アルバイトから職歴をスタート。東京で１２
年間、非正規でイベント関係の仕事をしてきて、１０年前に
Uターン。地域活性化事業（緊急雇用）、空店舗対策事業な
ど、１年契約の仕事をしてきた。事務職にもついたが、体調
を崩したりしてその後も非正規をいくつか。現在は相談員で
行政事業に関わっているが、これも有期契約。４４歳独身で
先のことを考えた時に、副業を始めたいと考えている。
・これまでの仕事も（いやなものもあったけど）楽しく感じ
ているものは多い。
・人と関わったり、想いを発信できることをやりたい。いき
いきと生きていたい、いい人と一緒に楽しく過ごしたい。性
格的には刺激を受けていたい。
・B-nestの起業セミナーも行ってみたが、すでに起業してい
る人が多くてちょっと違うかなと思った。
・非正規で働いていると、いつもいちばん下っ端で、自分は
フラットでいたしタイプなので、疲れてしまう。安定したら
楽かな～？とも思う。

※カッコ内はリフレクション後のご本人の感想。
・声がいい！ （そうなんだ、意外！）
・人の世話をするのが得意なのかな？ （思い当たる！）
・いいNPOとの出会いがあるといいなー（NPO！その手があっ
たか！）
・安定＝正社員ではなさそう。
・感覚はフリーランサーなのでは？（非正規を卑下しなくてい
いんだ）

★次回／「デカフェカタリスト」を名乗るところから始めてみ
るとのこと。いままでは本で情報を探すだけだったが、NPOや
フリーランス協会の情報も見てみることに。

2月16日(水）
18:00～19：
00

Y.K.さ
ん

服部、松倉、
梅本、臼井、
石井

・1月23日のＬDﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに参加する予定だったが、コロナ
が怖くて断腸のおもいで断念。
・市民活動センターのオンラインイベントも参加したが、本
当はリアルで参加したかった。
・コロナが減らないので心が折れている。このまま田舎にい
ろってことか？！
・静岡新聞の記事(非正規独身女性がテーマ）を見て、モヤ
モヤ。コンプレックスを感じる。まわりが普通にできること
ができない自分。
・理想の生き方なんて言われても、無理に決まっている。
・レールを降りちゃったから引き返せない。なんとかなるの
は、才能のある人だけ。高望みしても無理。

・「みんなができることができない」ことに共感してくれた人
がいた。・参加できなかった残念感が半端ない。本当はもっと
人と交わりたいのでは。・「普通」＝多くの人？必ずしもそれ
が優れているわけじゃないのでは。・自分に厳しい。もっと
「自分と出会う」があってもいいのでは？・いまは「おやすみ
するとき」でもいいのでは。
★次回／いま、いろいろやってるじゃん！ということに気づい
た。図書館で、やってみたいと思ってた太極拳、音読、風呂
敷・手ぬぐいなど、いろいろ勉強している。在日外国人向けの
「やさしい日本語」にも興味がある。
・みんなができることができないで悩んでいる人に出会えて
ほっとした。・本当はもっと外に！カフェにも行きたい！話を
聞きたい！・友達をつくったことがないことがコンプレックス。
でも寂しいと思ったことがない。「知り合いでもいい」と本で
読んで気が楽になったことを思い出した。

ダイアロー
グ2回目、2
月19日ｵﾝﾗｲ
ﾝWS参加。

実施日時 相談者 対応者 実施概要
（相談内容等） 対応者からのリフレクション 特記事項

3月1日(火）
18：30~19：30
※2月16日19：
30~の振り替え
実施 M.さん

服部、松倉、
梅本、臼井、
石井

3月9日(水）
18：00~19：00

M.さん
服部、松倉、
梅本、臼井、
町野

3月9日(水）
19：30~20：30

A.S.さん 服部、松倉、
梅本、臼井、
町野



61 

III. 静岡モデルの解決手法３：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「SkillsBuild」 

i. プログラム概要 

ii. プログラム実施状況 

市関連施設や既存の支援組織へのチラシの設置や直接紹介、市報・公式サイト・SNS・
静岡新聞等の広報を通じ広く受講者を呼びかけ、必要に応じたオンライン・サポートを
行った。 

登録者：125 名 
うちアクティブユーザー：56名 
うちサポートを要した方：5名 
うちデジタルバッジ取得者数：8名 
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」からの依頼に
より、SkillsBuild 学習用 PC2 台を寄贈し、Dan Dan 支援員による丁寧なサポートによ
る学習を進めている。 
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iii. その他の参考資料 

IV. 静岡モデルの解決手法４：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「ライフデザイナー・カフェ」 

i. プログラム概要 
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ii. プログラム実施状況 

実施日時 ナビゲーター 会場 参加人
数 特記事項

9月6日（月）
10:00～11:30

梅本 龍夫氏
臼井 清氏 オンライン 26名 ライフデザイン説明会として開催

9月 7日（水）
9:30～17:15

梅本 龍夫氏
臼井 清氏 オンライン 16名 プログラム体験デモンストレーションとして開催

11月 4日（木）
15:00～17:00

梅本 龍夫氏
臼井 清氏

B・nest
静岡市産学交流センターF 25名 市内関係団体が一堂に会し、ビジョン会議として

開催
11月29日（土）
13時～16時 松倉 由紀氏 オンライン 6名 支援者3名

被支援者3名
12月13日（月）
13:00～16:00 松倉 由紀氏 パルシェ7階 13名 支援者8名

被支援者5名
1月27日（木）
13:00～16:00 コロナ感染拡大のため中止

2月6日（日）
13:00～16:00 コロナ感染拡大のため中止

2月19日（土）
13:30～16:40
オンライン

梅本 龍夫氏
臼井 清氏 オンライン 9人 キャリア形成サポートセンターとの共催

3月２日（水）
9:30～17:30

梅本 龍夫氏
臼井 清氏
松倉 由紀氏

レイアップ御幸町ビル 6名 ライフデザインファシリテーター養成講座として
開催

3月 8日（火)
9:30～17:30

梅本 龍夫氏
臼井 清氏
松倉 由紀氏

レイアップ御幸町ビル 18名 ライフデザインファシリテーター養成講座として
開催

参加人数合計 119名



64 

iii. その他の参考資料 
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V. 静岡モデルの解決手法５：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「働き方いろいろカフェ」 

i. プログラム概要 
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ii. プログラム実施状況 

VI. 静岡モデルの解決手法６：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「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」 

i. プログラム概要 

ii. プログラム実施状況 

実施日時
実施手法

内容
会場 参加人数

テーマ／特記事項 講師

第1回
11月26日 (金)
19:30-21:00
オンライン

想いを仕事にする。
地域で活躍する。

• 今井奈保子さん（フェアトレードショップTeebom
オーナー）

• 杉浦裕樹さん（NPO法人横浜コミュニティデザイ
ン・ラボ代表理事）

オンライン 6名
（視聴：44名）

第2回
12月15日 (水)
13:00-14:30
オンライン

フリーランスで働く。
在宅で働く。

• 中山綾子さん（一般社団法人プロフェッショナル＆パ
ラレルキャリア・フリーランス協会事務局長・理事
／プロモーションプランナー）

• 丸山恵子さん（ウーマンネット株式会社 代表取締
役）

オンライン 7名
（視聴：29名）

第3回
1月25日 (火)
10:30-12:00
オンライン

起業する。
社会的企業で働く。

• 大澤康正さん（BackpackersHostel燕之宿 オー
ナー）

• 植田紘栄志さん（株式会社ミチコーポレーション代
表取締役）

オンライン 11名
（視聴：10名）

スペシャル
2月9日 (水)
13:30～16:30
会場

ハローワークとの共催、
サポステ、中小企業家同
友会との連携

仕事に対する姿勢、企業の価値等についての深い理解に
より今後の進路決定に向けたヒントを得ていただくこと
を目的とし、「働き方いろいろカフェ・スペシャル」と
して、「ライフデザイン・キャリア体験会」を実施。
• バーチャル職場見学（市内の中小企業数社の経営者や
社員による企業・事業や職場の動画を交えた説明）

• 企業交流ライフデザイン・ワークショップ（経営者と
参加者とのフラットな対話）他

パルシェ 25人

参加人数合計 132名
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②「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム会議」 

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。 
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iii. その他の参考資料 
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グラフィックレコードの記録「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム ビジョ
ン会議（11月 4 日） 
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参加者の意見「静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム ビジョン会議（11 月 4
日） 
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DanDan しずおか「サンフォレスト通信」第 17号（2020年 1月発行）
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VII. 静岡モデルの解決手法７：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との連携 

i. プログラム概要 
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ii. プログラム実施状況 



79 

iii. その他の参考資料 
共育ち通信 配信№７ 202２年１月号（発行：静岡県中小企業家同友
会 共育委員会） 
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VIII. 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きめ細やかなアウトリー
チの実施 

i. プログラム概要 

ii. プログラム実施状況 



83 



84 

IX. ＫＰＩ達成状況 

ＫＰＩ 目標 実績

事業参加者数 
（来訪者・受講者・相談者ほか） 

305 人 470 名 

支援人材・サポーター養成数 80 人 119 名 

進路決定者数・就労者数 
（非正規含む） 

40 人 

２０人 
（一部確認中につ
き変動がありま
す。） 

                            （令和 4年3月 7日現在） 


