
第２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４年３月 14日(月)    

10時 30分から 11時 30分まで 

 

 

１ 開会                      （司会 大村次長） 

 

２ 議事 

（１）就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム開催要領の改正 （事務局） 

ア 新規参加構成員の紹介 

イ 自己紹介（新規参加構成員のみ） 

（２）基本計画案の承認等                    （SBN） 

ア 基本計画案の概要説明 

イ 基本計画案の検討及び承認 

 

３ 意見交換 

（１）令和３年度連携事業の感想等 

（２）基本計画に則した令和４年度事業の検討等 

 

４ 閉会                      （司会 大村次長） 

 

 

【事前送付資料】 

資料１ 次第、参加者一覧、開催要領改定案 

資料２ 静岡市就職氷河期世代就職及び社会参画促進事業基本計画案 

資料３ 基本計画の概要 

 

【オンライン参加の留意事項】 

オンラインで参加の際に表示する名前は、「団体名 名前」としてください。 

以下の URLからもミーティングに参加いただけます。 

https://us02web.zoom.us/j/88178668538?pwd=TjFKYjUrQlh6R3RGN3VNdjdsUXcvUT09 

  



静岡市就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム参加者一覧 

構成機関・団体名 所属等 構成員職名 構成員氏名  

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 欠 

  主査 櫻井 麻里 代 

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 欠 

  制度普及推進員 山田 奈那 代 

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 欠 

  顧問 津富 宏 代 

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  

静岡県ボランティア協会  副理事長 五味 響子  

株式会社 静岡新聞社 

静岡放送 株式会社 

地域ビジネス推進局 局次長兼静岡ビジネス

センター長兼生活情報部長  

梅原 崇 欠 

   望月 貴子 代 

NEXTワークしずおか  マネージャー 一ノ宮 由美  

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 欠 

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  健康長寿推進監 池田 陽平  

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 保健福祉長寿局保健衛生医療部 こころの健康センター 所長 大久保 聡子  

静岡市 保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所 精神保健福祉課 参与兼課長 松田 毅  

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  

水色＝新規参加構成員、欠＝欠席、代＝代理出席 

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 

事務局長 石井 綾 

事務局 村田 素子 



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 

（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 



（改正前） 

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 

所属又は相談機関等 構成員 

静岡商工会議所 地域人事グループ長 

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 

静岡労働局 職業安定部訓練室長 

静岡公共職業安定所 所長 

清水公共職業安定所 所長 

静岡県 労働雇用政策課長 

静岡キャリア形成サポートセンター 制度普及推進員 

しずおかジョブステーション センター長 

静岡地域若者サポートステーション 共同代表理事中部担当 

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 地域福祉部長 

静岡市発達障害者支援センター「きらり」 主査支援員 

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 

静
岡
市 

商工部 経済局次長 

商業労政課 雇用労働政策担当課長 

企画課 課長 

市民自治推進課 課長 

生涯学習推進課 課長 

福祉総務課 課長 

障害福祉企画課 課長 

青少年育成課 課長 

子ども若者相談担当課長 

（改正後） 

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 

所属又は相談機関等 構成員 

静岡商工会議所 地域人事グループ長 

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 

静岡労働局 職業安定部訓練室長 

静岡公共職業安定所 所長 

清水公共職業安定所 所長 

静岡県 労働雇用政策課長 

静岡キャリア形成サポートセンター 制度普及推進員 

しずおかジョブステーション センター長 

静岡地域若者サポートステーション 共同代表理事中部担当 

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 地域福祉部長 

静岡市発達障害者支援センター「きらり」 主査支援員 

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 

静岡県ボランティア協会 副理事長 

株式会社 静岡新聞社、静岡放送 株式会社 生活情報部長 

NEXTワークしずおか マネージャー 

静
岡
市 

商工部 経済局次長 

商業労政課 雇用労働政策担当課長 

企画課 課長 

市民自治推進課 課長 

生涯学習推進課 課長 

保健福祉長寿局 健康長寿推進監 

福祉総務課 課長 

障害福祉企画課 課長 

こころの健康センター 所長 

精神保健福祉課 課長 

青少年育成課 課長 

子ども若者相談担当課長 

 


