
① モデル地域に相談窓⼝を設置
⾝近な地域に相談窓⼝が設置されることにより、相談につながる対象者を増やす。加えて、モデル地域の市⺠に対し

て相談窓⼝の周知とひきこもりに関する理解促進のため広報紙等で普及啓発を⾏う（※）。

② web会議システム構築
ひきこもりの者はその特性から潜在化しやすく、⽀援者のスキルも必要なことから、県（地域振興局）とひきこもり

相談⽀援センターが連携してweb等を活⽤しながら体制を整備し、広報や研修会
等を開催することにより相談しやすい環境づくりの気運を醸成する。

③ モデル事業の横展開
これらの相談や⽀援のノウハウをパッケージ化し、令和４年度以降、
県内他地域に横展開。

※ 普及啓発については、研修参加者や相談窓⼝来訪者にどういった
媒体を⾒て事業を知ったのかアンケートを⾏う等、随時⾒直しを図る。

交付⾦対象事業費 2,572千円（新規）

○市町村におけるひきこもり相談窓⼝の明確化と⽀援体制の充実を取組⽬標とし、令和３年度は潟上市で
モデル事業を実施する。

事業概要

重要業績評価指標
（KPI）

事業開始前
（現時点）

令和３年度増加分
（１年⽬）

令和４年度増加分
（２年⽬）

計画期間中の
増加分の累計

就職氷河期世代の当事者⼜は家族の相談
件数【モデル実施市】（件） 0 30 70 100

相談数のうち他の関係機関による⽀援や
社会参加につながった件数(件） 0 10 25 35

２５

ひきこもり⽀援モデル事業【秋⽥県】
２．ひきこもり支援の強化 ①オンラインへの対応



交付⾦対象事業費 11,695千円（新規）

○ひきこもり対象者把握のためのアンケート調査により把握できたひきこもり当事者や家族などを対象に
した個別相談等の⽀援体制を構築することで、区内のひきこもり当事者の社会参加等に繋げる。

事業概要

重要業績評価指標
（KPI）

事業開始前
（現時点）

令和３年度増加分
（１年⽬）

令和４年度増加分
（２年⽬）

計画期間中の
増加分の累計

ひきこもりに係るアンケートの実施によ
る就職氷河期世代の回答数（通） 0 12,788 0 12,788

アンケート結果による就職氷河期世代へ
のアウトリーチ実施数(回） 0 21,775 0 21,775

（１）ひきこもり対象者把握のためのアンケート調査

（２）アウトリーチによるひきこもり度合いの把握

江⼾川区からの調査のお願い（交付⾦を活⽤）

ひきこもり相談⽀援事業等（厚労省補助⾦を活⽤）

・当事者及びその家族の状況に応じた個別相談⽀援等

・江⼾川区地域家族会と連携し、ひきこもり状態にある家族への⽀援

・ひきこもり講演会等の実施による啓発活動、⽀援促進活動（ピアサ
ポーターの育成等）

連携

連携

既存⽀援機関（若者きずな塾、ヤングホットワーク
江⼾川、地域活動⽀援センター）との連携

江⼾川区地域家族会、KHJひきこもり家族会連合
会との連携

⼀般社団法⼈みんなの就労センターとの連携
※登録を促し、登録後は就労先への派遣という形で雇⽤につなげる

連
携

交付⾦対象事業・対象外事業を⼀体的に実施し、区内のひきこもり当事者等の社会参加等に繋げる。

ひきこもり調査・相談⽀援事業【東京都江⼾川区】
２．ひきこもり支援の強化 ②市区町における取組

２６



【参考】令和２年度に実施した交付対象事業
〇外部有識者による審査を経て、就職氷河期世代支援に先進的・積極的に取り組む72自治体の100事業を交付対象事業として決定。

72自治体の内訳は、40都府県・14指定都市・18市。 100事業の総額は事業費ベースで14.3億円（交付金額10.7億円）。

〇具体的な取組事例については、内閣府ＨＰ https://www5.cao.go.jp/keizai1/c_hyogaki/c_hyogaki.html をご覧ください。

２７

地方公共団体名 交付対象事業の名称 事業費（千円）

北海道 就職氷河期世代正社員就職促進事業 18,548

札幌市 ワークトライアル事業 13,757

青森県 正規雇用化促進事業 7,169

岩手県 地域就職氷河期世代加速化事業 4,898

宮城県 就職氷河期世代支援事業 38,000

山形県 正社員化促進事業奨励金（上乗せ） 15,700

就職氷河期世代技能検定手数料支援事業 1,820

福島県 就職氷河期世代活躍支援事業 3,128

栃木県 栃木県就職氷河期世代就労支援事業 9,955

群馬県 群馬県就職氷河期世代就労等支援事業 29,446

群馬県太田市 就職氷河期世代支援リカレント教育事業 5,000

埼玉県 埼玉県版就職氷河期世代の就職支援事業 36,395

さいたま市 就職氷河期世代就労支援事業 7,129

千葉県 ちば就職氷河期世代雇用安定化促進事業 7,985

千葉市 就職氷河期世代就労支援 2,900

千葉県船橋市 ふなばし地域若者サポートステーション事業 3,417

千葉県柏市 若者（就職氷河期世代）就労自立支援事業 2,266

東京都 就職氷河期世代雇用安定化支援事業 270,000

東京都町田市 町田市ICTを活用した介護人材就労支援事業 2,000

東京都立川市 立川市就職氷河期世代向け就労支援事業 30,000

神奈川県 就職氷河期世代活躍応援パッケージ 38,333

横浜市 就職氷河期世代活躍応援パッケージ（不本意非正規（全般）支援） 13,000

就職氷河期世代活躍応援パッケージ（不本意非正規（シングル女性）支援） 10,000

就職氷河期世代活躍応援パッケージ（長期無業者支援） 6,000

川崎市 就職氷河期世代活躍応援パッケージ 5,669

神奈川県藤沢市 就職氷河期世代活躍応援パッケージ（就職氷河期世代向けセミナー） 417

ユースサポート・ユースワークふじさわ 5,572

地方公共団体名 交付対象事業の名称 事業費（千円）

新潟県 就職氷河期世代等自立支援ネットワーク化推進事業 2,600

就職氷河期世代無業者等職場実習受入促進・支援事業 9,904

新潟市 新潟地域若者サポートステーション事業 6,600

就労準備支援事業所通所費用給付事業 190

新潟県長岡市 ながおか就職氷河期世代チャレンジ応援事業 1,472

富山県 就職氷河期世代活躍支援事業 10,000

石川県 就職氷河期世代サポート促進事業 10,000

石川県小松市 小松市既卒者正規雇用支援奨励金 200

福井県 就職氷河期世代就職促進事業 7,604

山梨県 就職氷河期世代支援事業 25,000

就職氷河期世代ひきこもり対策推進事業 2,539

長野県 ジョブカフェ信州正社員チャレンジ事業 17,379

岐阜県 就職氷河期世代活躍支援事業 42,803

静岡県 就職氷河期世代就職支援事業(就職支援サポーターの配置) 10,000

就職氷河期世代ひきこもり支援強化事業 10,000

静岡市 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～ 27,019

浜松市 就職氷河期世代支援事業 4,864

愛知県 就職氷河期世代就職支援委託事業 28,874

名古屋市 名古屋市若者自立支援ジャンプアップ事業 5,935

三重県 就職氷河期世代再チャレンジ応援緊急対策事業 18,660

滋賀県 就職氷河期世代活躍支援事業 7,168

滋賀県甲賀市 甲賀市就職氷河期世代支援事業 ジョブチェンジ・キャリアチェンジフェア 500

滋賀県東近江市 東近江市しごとづくり応援センター就職氷河期世代相談窓口開設事業 1,230

京都府 氷河期に関わる全ての人・団体のための相談・交流・支援窓口設置等総合対策事業 25,000

京都式業界一体型ホップステップジャンプ就労支援事業 31,900

就職氷河期世代正規雇用化促進事業 22,000

「海の京都」ジョブ博開催事業 12,000

働くことへの第一歩から始める事業（氷河期世代and就職困難者向け）＜訓練給付金
の支給＞

3,600

京都市 就職氷河期世代活躍支援事業 16,000

大阪府 就職氷河期世代集中支援プロジェクト事業 11,832

住宅付き就職氷河期世代就職支援事業 11,832

大阪市 しごと情報ひろば（就職氷河期世代への就労支援） 5,497



２８

地方公共団体名 交付対象事業の名称 事業費（千円）

兵庫県 ミドル世代就労支援事業 3,396

短期職場体験就業事業 7,174

就職氷河期世代等就労支援プログラム事業 11,257

ミドル起業家支援事業 23,250

ひきこもりの居場所及び居場所へのつなぎ資源確保事業 6,000

神戸市 ひきこもり状態等にある方の就労支援充実 14,880

SNSとAIを活用したキャリアカウンセリング・キャリアアップサポート事業 55,517

氷河期世代の転職・再就職及び市内企業人材確保の同時的推進事業 12,880

兵庫県伊丹市 就職氷河期世代就労サポート事業（いたみ就勝塾） 849

兵庫県宝塚市 就職氷河期世代リモート型就労支援事業 4,895

兵庫県加西市 地域若者サポートステーションの拡充 53

奈良県 就職氷河期世代キャリアアップ支援事業 6,000

鳥取県 就職氷河期世代活躍支援事業 6,000

ひきこもり対策推進事業 976

島根県 しまね就職氷河期世代未就業者就職促進事業 7,279

岡山県 おかやま若者就職支援センター運営及びニート脱出応援事業 2,314

岡山市 就職氷河期世代の正規雇用化支援事業 37,000

山口県 山口しごとセンター管理運営費 6,705

地域若者サポートステーション機能強化事業 3,302

就職・採用活動オンライン化緊急支援事業 6,183

山口県下関市 就職氷河期世代等支援事業 5,000

山口県宇部市 就職氷河期世代キャリアアップ支援事業 5,577

徳島県 就職氷河期世代「働く」支援事業 15,000

香川県 就職氷河期世代活躍支援事業 1,740

地域若者サポートステーション事業（就職氷河期世代支援の拡充） 2,688

高知県 就職氷河期世代活躍支援事業 15,685

就職氷河期世代のひきこもり対策推進事業 6,931

若者サポートステーション事業に係る就職氷河期世代支援 13,436

高知県黒潮町 就職氷河期世代活躍応援事業【ひきこもり支援事業】 3,082

地方公共団体名 交付対象事業の名称 事業費（千円）

福岡県 就職氷河期世代の正社員就職実現に向けた職場実習（社会人インターンシップ）事業 2,239

就職氷河期世代の正規雇用促進に向けた企業支援事業 6,108

就職氷河期世代の無業者等に対する職業的自立支援事業（若者サポートステーション） 5,300

就職氷河期世代支援ひきこもり対策推進事業 15,226

北九州市 就職氷河期世代就業支援事業 39,245

長崎県 就職氷河期世代人材マッチング事業 40,283

熊本県 くまもと型就職氷河期世代活躍促進事業 24,884

大分県 就職氷河期世代支援事業 15,000

宮崎県 宮崎県就職氷河期世代活躍応援事業 6,790

宮崎県延岡市 のべおか就職氷河期世代支援事業 3,000

鹿児島県 就職氷河期世代就労促進・定着支援事業 7,565

鹿児島県鹿児島市 就職氷河期世代活躍支援事業 2,370

計 1,431,765

【参考】令和２年度に実施した交付対象事業


