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地域就職氷河期世代支援加速化交付金交付対象事業 

（令和３年度（令和４年度に実施する）事業）の決定 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※ 「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」（令和元年１２月５日閣議決定）に、就職氷河期世代支援が大きな柱の一つ

として盛り込まれたことを踏まえ、「就職氷河期世代支援に関する行動計画２０１９」に本交付金の創設が明記された

（令和元年度補正予算、令和２年度第３次補正予算及び令和３年度補正予算に各３０億円を計上）。 

 

〇 交付対象事業 

５市区  

５事業 事業費 ０．２億円（交付金額 ０．１５億円）         

 

支援分野等 事業内容 自治体名 

就労支援 国のキャリアアップ助成金に上乗せし、市独自の奨励金を交付する。また、就職氷

河期世代に特化した就職支援セミナー及びマッチング交流会を一体的に開催する

ことにより、効率的な就労につなげる。 

石川県金沢市 

就職氷河期世代向けの枠を設けて面接指導等のキャリアカウンセリングを実施す

るとともに、対象年齢を拡充して職場体験実習等の就労体験プログラムを実施。ま

た、就職氷河期世代に向けた多様な働き方の啓発・セミナーを実施。 

兵庫県川西市 

従来実施していた就労応援セミナーの対象者を就職氷河期世代に拡充するととも

に、就職氷河期世代等の雇用に対する理解を促進するため、企業を対象に雇用

時のアドバイスを行うセミナーを実施する。 

大分県大分市 

  

地域における就職氷河期世代の方々の実態やニーズを踏まえた取組を加速化させる

ため、内閣府では地域就職氷河期世代支援加速化交付金を通じて、地方自治体による

先進的・積極的な取組を支援しています。（※） 

 

この度、外部有識者による審査を経て、就職氷河期世代支援に取り組む５自治体の５

事業を令和４年度に実施する交付対象事業として追加決定しました。 

 

これにより、累計交付対象事業は１１９自治体の１６５事業（４７都道府県、２０指定都

市、５２市区町）となりました（別紙）。 



支援分野等 事業内容 自治体名 

ひきこもり支援 就職氷河期世代を含むひきこもり状態にある方の実態や支援ニーズを把握するた

めの調査を実施し、潜在的要支援者や無業者等で現状に不安を抱えている人を

掘り起こして支援につなげる。 

千葉県柏市 

就職氷河期世代を含むひきこもり状態にある方の実態や支援ニーズを把握するた

めの調査を実施する。また、区内窓口で相談を受け、申し込みをした者に対して、

訪問支援員による家庭訪問やオンライン等を活用した相談支援を実施する。 

東京都板橋区 

 

※過去に採択した事業や取組事例等については、以下のサイトに掲載しています。 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/c_hyogaki/c_hyogaki.html 

 

 

 

 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/c_hyogaki/c_hyogaki.html


地方公共団体名 交付対象事業の名称 事業費（千円）

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） 15,000

就職氷河期世代ひきこもり支援強化事業 13,000

愛知県

就職氷河期世代就職支援事業 58,050

地域若者職業的自立支援事業 5,220

就職氷河期世代デジタル人材育成事業 30,402

三重県
就職氷河期世代再チャレンジ応援緊急対策事業 25,121

介護職員初任者研修（就職氷河期世代）事業 13,158

滋賀県 就職氷河期世代活躍支援事業 7,460

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

25,710

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 14,211

就職氷河期世代正規雇用化促進事業 20,363

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） 3,600

大阪府
就職氷河期世代集中支援プロジェクト事業 16,170

住宅付き就職氷河期世代就職支援事業 17,147

兵庫県

ミドル世代就労支援事業 6,143

おためし企業体験事業in HYOGO 10,960

就職氷河期世代就労支援プログラム事業 13,631

ミドル起業家支援事業 22,156

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 4,949

就職氷河期世代のこころの健康電話相談事業 482

氷河期世代向け合同企業説明会事業 4,215

奈良県 就職氷河期世代支援推進事業 17,724

和歌山県 和歌山県就職氷河期世代正規雇用促進助成金 7,500

鳥取県
就職氷河期世代活躍支援事業 5,976

ひきこもり対策推進事業 4,137

島根県 しまね就職氷河期世代未就業者就職促進事業 3,852

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 7,080

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 8,192

青森県 正規雇用化促進事業 7,276

岩手県 地域就職氷河期世代支援加速化事業 13,591

宮城県 就職氷河期世代支援事業 44,000

秋田県
秋田県就職氷河期世代正規雇用加速化事業 22,300

ひきこもり支援モデル事業 4,672

山形県
山形県賃金向上推進事業支援金（正社員化コース）（就職氷河期世代上乗せ） 10,000

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 15,960

茨城県 いばらき就職支援センター就職氷河期世代支援事業 34,613

栃木県 栃木県就職氷河期世代就労支援事業 19,446

群馬県 群馬県就職氷河期世代就労等支援事業 21,766

埼玉県 埼玉県版就職氷河期世代の就職支援事業 35,398

千葉県 ちば就職氷河期世代雇用安定化促進事業 29,957

東京都
就職氷河期世代雇用安定化支援事業 137,400

デジタル・ビジネススキル習得支援事業 66,689

神奈川県 就職氷河期世代活躍応援パッケージ 112,713

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 13,275

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

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 13,000

福井県 就職氷河期世代就職促進事業 7,646

山梨県
就職氷河期世代支援事業 36,000

就職氷河期世代ひきこもり支援推進事業 2,576

長野県 コロナ禍における就職氷河期世代の早期就労支援事業 10,230

岐阜県
就職氷河期世代活躍支援事業 61,845

就職氷河期世代のひきこもり支援推進事業 2,340

【別紙】
地域就職氷河期世代支援加速化交付金事業一覧（2022.07.01現在）

【４７都道府県】（８２事業）

※網掛けは「ひきこもり支援の強化」事業、網掛けなしは「就労支援の強化」事業



地方公共団体名 交付対象事業の名称 事業費（千円）

札幌市 ワークトライアル事業 26,531

仙台市 仙台市就職氷河期世代就職支援事業 15,000

さいたま市 就職氷河期世代就労支援事業 6,986

千葉市
就職氷河期世代就労支援（モノづくりコース） 2,900

就職氷河期世代転職・再就職等職場体験事業 14,650

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） 26,000

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） 20,000

就職氷河期世代活躍応援パッケージ（長期無業者支援） 9,000

川崎市 就職氷河期世代活躍応援パッケージ 5,669

相模原市 就職氷河期世代活躍応援パッケージ 8,800

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 316

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～ 33,815

浜松市 就職氷河期世代支援事業 26,975

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

京都市 就職氷河期世代活躍支援事業 16,000

大阪市 しごと情報ひろば（就職氷河期世代への就労支援） 15,408

堺市 堺市ユースサポートセンター（堺サポステ）事業 1,560

神戸市

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 44,858

就職氷河期世代の転職・再就職及び市内企業人材確保の同時的推進事業 15,380

ひきこもり状態等にある方の就労支援充実 12,300

岡山市 就職氷河期世代の正規雇用化支援事業 37,000

広島市 就職氷河期世代等支援事業 40,607

北九州市 就職氷河期世代就業支援事業 64,775

福岡市
就職氷河期世代の就職支援事業（ミドル世代就職支援事業） 10,764

ＩＣＴを活用したひきもり支援強化事業 2,932

熊本市 就職氷河期世代支援事業 1,095

【２０指定都市】（２７事業）

※網掛けは「ひきこもり支援の強化」事業、網掛けなしは「就労支援の強化」事業

地方公共団体名 交付対象事業の名称 事業費（千円）

広島県 就職氷河期世代離職者等就業支援事業 71,404

山口県

山口しごとセンター管理運営費 6,529

地域若者サポートステーション機能強化事業 4,457

雇用のセーフティネット強化事業 6,000

徳島県 新型コロナウイルス就職氷河期世代安定雇用促進支援事業 30,000

香川県

就職氷河期世代活躍支援事業 3,727

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

ひきこもり対策事業（市町ひきこもり支援体制の拡充） 1,229

愛媛県
就職氷河期世代就労支援事業 7,712

就職氷河期世代のひきこもり支援推進事業 5,789

高知県

就職氷河期世代活躍支援事業 35,146

就職氷河期世代のひきこもり対策推進事業 18,333

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 29,766

高知県女性就労支援事業に係る就職氷河期世代支援 10,968

福岡県

身近な地域での中高年の就職支援事業 31,751

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

就職氷河期世代支援ひきこもり対策推進事業 15,553

佐賀県 就職氷河期世代就職支援事業 11,371

長崎県 就職氷河期世代人材マッチング事業 33,464

熊本県
くまもと型就職氷河期世代活躍促進事業 91,718

就職氷河期世代ひきこもり支援推進事業 11,045

大分県
就職氷河期世代支援事業 11,592

就職氷河期世代のひきこもり対策推進事業 1,729

宮崎県
宮崎県就職氷河期世代活躍応援事業 13,597

ひきこもり実態把握・情報発信事業 9,814

鹿児島県 就職氷河期世代就労促進・定着支援事業 13,062

沖縄県 沖縄県キャリアセンターにおける就職氷河期世代支援事業 5,336



【５２市区町】（５６事業）

地方公共団体名 交付対象事業の名称 事業費（千円）

北海道苫小牧市 就職氷河期世代就職応援事業 7,960

北海道弟子屈町 就職氷河期世代就業支援事業 4,974

岩手県盛岡市 就職氷河期世代の就職・定着支援事業 8,000

岩手県一関市 就職氷河期世代就労移行訓練事業 7,840

秋田県鹿角市 就職氷河期世代活躍促進事業 300

福島県白河市 就職氷河期世代ひきこもり対策推進事業 4,948

群馬県太田市 就職氷河期世代支援リカレント教育事業 5,500

埼玉県春日部市 就職氷河期世代実態調査・支援策提案事業 3,300

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 3,142

千葉県松戸市 就職氷河期世代キャリアチャレンジ事業 11,198

千葉県柏市
若者（就職氷河期世代）就労自立支援事業 2,266

就職氷河期世代等支援事業 1,559

千葉県流山市 就職個別相談「就職氷河期世代コース」事業 4,173

東京都豊島区 就職氷河期世代等ひきこもり支援事業 2,828

東京都板橋区 板橋区就職氷河期世代のひきこもり実態調査・相談支援事業 8,360

東京都葛飾区 雇用・就労促進事業 1,800

東京都立川市 立川市就職氷河期世代向け就労支援事業 28,452

神奈川県平塚市 平塚市正規雇用促進補助金事業（就職氷河期世代） 12,150

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) 443

ユースサポート・ユースワークふじさわ 1,742

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 6,568

富山県富山市 富山市民生活実態調査事業(就職氷河期世代のひきこもりに関する実態調査) 3,767

石川県金沢市 就職氷河期世代就職支援事業 6,628

石川県小松市 小松市既卒者正規雇用支援奨励金 200

長野県長野市 就職氷河期世代心理カウンセリング事業 840

岐阜県岐阜市 就職氷河期世代就職バックアップ事業 416

静岡県富士市 ユニバーサル就労推進事業（就職氷河期世代専属の支援員の配置） 11,550

滋賀県栗東市 就職氷河期世代支援事業 3,855

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 3,526

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 1,305

地方公共団体名 交付対象事業の名称 事業費（千円）

大阪府枚方市 奨学金返還支援補助事業 450

大阪府八尾市 就職氷河期世代マッチング支援事業 8,000

大阪府泉佐野市 地域課題解決型就職氷河期世代就労支援事業 29,708

大阪府和泉市 就職氷河期世代活躍支援事業 10,054

大阪府東大阪市 中河内地域若者サポートステーション事業 2,500

兵庫県明石市 就職氷河期世代活躍支援事業 400

兵庫県西宮市 就職氷河期世代就活サポート事業 1,000

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） 1,341

兵庫県宝塚市 就職氷河期世代リモート型就労支援事業 4,973

兵庫県川西市 就職氷河期世代就労支援事業 1,639

兵庫県加西市 地域若者サポートステーションの拡充 53

岡山県美作市 就職氷河期世代スキルアップチャレンジ支援事業 1,800

広島県呉市 就職氷河期世代等支援事業「呉しごと相談館」 1,300

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 4,950

愛媛県松山市
離職者安定雇用奨励金 4,600

職業訓練奨励金事業 6,226

高知県高知市 就職氷河期世代支援事業（若者就職応援事業） 5,500

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】 5,000

福岡県久留米市 就職氷河期世代支援事業 2,000

長崎県五島市 就職氷河期世代就労支援事業 3,712

大分県大分市 就職氷河期世代就労支援事業 1,813

宮崎県宮崎市
地域産業人材育成支援事業 800

女性の活躍推進事業 900

宮崎県延岡市 のべおか就職氷河期世代支援事業 3,000

鹿児島県鹿児島市 就職氷河期世代活躍支援事業 3,000

※網掛けは「ひきこもり支援の強化」事業、網掛けなしは「就労支援の強化」事業
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