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～令和３年度大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォームの取組状況等～

大阪労働局では、
「３５歳からのキャリアアップコーナー（就職氷河期世代支援窓口）」
（※
１）を設置し、就職氷河期世代（※２）の不安定就労者・無業者を対象として、キャリアコ
ンサルティング、生活設計面の相談、各種セミナーや就職面接会の開催、公的職業訓練等へ
のあっせん、求職者の適性・能力を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援等、安定した雇用
の実現等に向けた一貫した伴走型支援を実施しています。令和３年度においては、「３５歳
からのキャリアアップ面接会＆相談会」、
「～就職氷河期世代のための～３５歳からのキャリ
アアップ面接会ＷＥＥＫ」の開催及び「専門家（ファイナンシャルプランナー）による巡回
相談」等、様々な支援を行い、結果、ハローワークの職業紹介により１０，０６６人（※３）
の方が正社員として就職されました。
また、大阪府域の関係機関を構成員として「大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォー
ム」（※４）を設置し、就職氷河期世代の方々の実態やニーズに沿った必要な支援を行い、
各界一体となって支援に取り組んでいるところです。令和３年度における実績・取組状況及
び令和４年度の主な実施計画について、別添のとおりとりまとめました。
今年度におきましても、就職氷河期世代の支援に関する気運を醸成し、採用・正社員化の
実現、多様な社会参加の実現につなげ、活躍の機会が広がるよう継続的な取組みを各界一体
となって引き続き推進します。

※１

府内ハローワーク６ヶ所（ハローワーク梅田、大阪東、阿倍野、堺、布施、枚方）

※２

概ね平成５年～平成１６年に学校卒業期を迎えた世代

※３

３５歳以上５４歳以下の方で延べ人数

※４

参考資料１「大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム設置要領」
参考資料２「大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業実施計画 」

３５歳キャリアアップコーナー利用者の声！
・私が通っていたあの時はプライベートでも行き詰っている時で生活力もなく、何度も正
社員での就職は難しいのではないかと悩んだりしましたが、心細やかに支えていただき、
諦めずに正社員にこだわって就活を続けてよかったと思います！
・面接の受け答えや文書の書き方等、どのように勉強してよいのかも分からず、一人では
とても無理だったと思いますし、就活を丁寧にフォローしていただき心より感謝しており
ます。
・業務上初めてのことを指示され、戸惑うことが多い中、「もう１ヶ月トライして来月、
自分がどれだけ成長したか楽しみにしないか。」とアドバイスされ、ありがたかった。
～就職氷河期世代のための～

３５歳からのキャリアアップ 就職面接会＆相談会
を開催しました。
令和３年１２月７日 天満ＯＭＭビルで開催しました。参加企業
４９社、求職者２０５名の方にご参加いただきました。
相談会は、大阪府就職氷河期世代支援プラットフォーム等から
１１機関が参加し、様々な相談をいただきました。
参 加 求 職 者 の 声
●企業の雰囲気の一部（人の雰囲気）を生で感じることができました。
●企業以外の話ができるサポステ、しごとフィールドなどがあり、自分の状況を話したり、
サポート内容が聞けてよかったです。
●このコロナ禍でも、綺麗で広々とした会場で、約 50 社も集まっていただいたことは、あり
がたいと思います。
●今回のような、氷河期対象の面接会は「どうせ
若い人に負ける」という後向きな気分にならない
ので助かります。
参 加 企 業 の 声
●事務職と製造職に多くの方々に応募い
ただき、面接をすることができました。
みなさん甲乙付けがたく、嬉しい悲鳴です
●特に採用したいと思っていた生産・外注
管理職に応募された方と、面接することできて
良かった。

説明会、開催予告！

当日の会場の様子

３５歳以上のミドル世代のための合同企業説明会、開催予告！
令和４年９月２７日（火）１３：００～１６：００、梅田センタービル地下１階（梅
田クリスタルホール）にて、３５歳以上のミドル世代のための合同企業説明会を開催し
ます。
参加企業数は３０社を予定し、来場は１００名を見込んでいます。参加企業の申込み
は、令和４年７月５日（火）までとなっています。
【問い合わせ】大阪労働局職業安定部訓練課（東、辰ノ、菅沼）
【電話番号】０６－７６６３－６２４１

大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業実施計画に係る目標及びＫＰＩ一覧

支援対象者区分※

ＫＰＩ

令和3年度
実績

1年間

―

―

―

―

ハローワーク紹介による正社員就職件数
（35歳以上54歳以下）

16,800件

5,600件

6,868件

10,066件

キャリアップ助成金活用による正社員転換人数
（35歳以上）

29,200人

9,733人

7,388人

5,713人

職業訓練受講あっせん数（※１）

22,500人

7,500人

8,749人

9,013人

3年間

1年間

令和2年度
実績

令和3年度
実績（※３）

―

―

―

―

720件

240件

337件

316件

15,304件

14,243件

正規雇用者を20,400人増やす

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

目標

令和2年度
実績

3年間

１ 不安定な就労状態にある方

目標

定量指標

当事者やご家族の希望に応じ、求職活動へ踏み出すための支援を
行い、地域若者サポートステーションを中心に関係機関が連携し、
就労その他職業的自立支援につなげることを目指す
サポステの支援により就労につながった件数（※２）

ＫＰＩ
サポステにおける相談件数（※２）

3年間

1年間

令和2年度
実績

令和3年度
実績

―

―

―

―

「市町村の相談支援体制の充実」の促進

―

―

―

―

「生活困窮者自立支援制度就労準備支援事業の全福祉
事務所設置自治体での実施」の促進

―

―

―

―

「居場所をはじめとする多様な社会参加の場の確保」の促
進

―

―

―

―

「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築」
の促進

―

―

―

―

３ 社会参加に向けた支援を必要とする方

目標

ＫＰＩ

市町村における居場所の整備その他、当事者の状態に合わせた支
援を行うための多様な取組を推進し、社会とのより太いつながりが
生まれることを目指す

「
府
内
市
町
促
村
進
の
取
組
」
の

57,100件 19,033件

※１ 全年齢層での目標
※２ 「地域若年サポートステーション」（サポステ）の対象年齢は15歳から49歳上限。全年齢層での目標。
※３ 速報値（計数処理の結果、修正が生じる可能性あり）

大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム
●令和３年度の取組状況について
構成機関・団体
日本労働組合総連合会
大阪府連合会

取組概要

実績等（令和 4 年 3 月末現在）

・「大阪就職氷河期世代活躍支援プ

・機関会議内で配布・周知

ラットフォーム」に係る各種取組
み等の周知

公益社団法人
関西経済連合会

・「大阪就職氷河期世代活躍支援プ
ラットフォーム」に係る各種取組
み等の周知

大阪商工会議所

・機関誌「労働情報月報」

・「大阪就職氷河期世代活躍支援プ

を活用した周知広報
・チラシの配架
・ホームページ掲載

ラットフォーム」に係る各種取組 ・チラシの配架
み等の周知

・メールマガジン送信

・就職氷河期世代と重なる潜在求職 ・大阪府、大阪市の実施事
者の就職支援
大阪府中小企業団体中
央会

・「大阪就職氷河期世代活躍支援プ

大阪建設業協会

・ホームページ掲載

ラットフォーム」に係る各種取組 ・メールマガジン送信
み等の周知

一般社団法人

業への参加・協力

・「大阪就職氷河期世代活躍支援プ

・チラシの配架
・メールマガジン送信

ラットフォーム」に係る各種取組 ・チラシの送付
み等の周知

一般社団法人
大阪府トラック協会

・「大阪就職氷河期世代活躍支援プ

・機関誌（トラック広

ラットフォーム」に係る各種取組

報）を活用した周知広

み等の周知

報
・ホームページ掲載

・厚生労働省「短期資格等習得コー ・チラシの配架
ス事業」の実施

・訓練参加人数 １８名

・「３５歳からのキャリアアップ就
職面接会＆相談会」での相談ブー
ス参加
一般社団法人
大阪府警備業協会

・「大阪就職氷河期世代活躍支援プ

・機関誌等による周知広

ラットフォーム」に係る各種取組 報
み等の周知

・ホームページ掲載

・警備業紹介セミナーや就職相談会 ・ハローワークとの連携
への参画

・警備業紹介セミナー
令和３年８月１９日ハロ
ーワーク阿倍野

令和４年１月２６日 ハ
ローワーク堺
・厚生労働省「短期資格等習得コー ・
「短期資格等習得コース
ス事業」の広報等協力支援
独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用
支援機構
大阪支部

事業」の広報

・ポリテクセンターにおいて公共職 ・入所者数 483 名
業訓練の実施

就職率 86.7％

・求職者支援訓練の認定及び訓練実 ・認定定員数 7,506 人
施機関への指導・助言
・就職氷河期対策実施分及び短時間 ・認定定員数 998 人
特例訓練実施の認定
・「大阪就職氷河期世代活躍支援プ

・ホームページ掲載

ラットフォーム」に係る各種取組 ・チラシの配架
み等の周知
・「３５歳からのキャリアアップ就
職面接会＆相談会」での相談ブー
ス参加
大阪府
（商工労働部）

・
「OSAKA しごとフィールド」と連 ・掘り起こし、就業意欲喚
携し支援対象者の掘り起こし、就

起セミナー 22 回

業に向けた研修、企業とのマッチ ・短期間研修

6回

ングなどを一体的に支援

6回

・企業交流会

・新規登録者数 2,563 名
・新規就業者数 1,348 名
・就職氷河期世代の就職支援を行う ・企業交流会 4 回
とともに府営住宅の空室を活用

企業開拓 144 社

し、入居者同士のコミュニティ形

新規就業者数 1 名

成などを通じて社会人基礎力の

開拓した求人件数 49 件

養成や定着支援を実施
（福祉部）

・市町村の相談支援体制の充実

・市町村及び自立支援機関
の担当者会議、研修を開
催、
25 自治体への個別訪
問による助言

・生活困窮者自立支援制度就労準備 ・就労準備支援事業実施自
支援事業の全福祉事務所設置自

治体数：3５／3５福祉事

治体での実施

務所設置自治体

・地域共生社会の実施に向けた包括 ・担当者会議の開催
的支援体制の構築
大阪市

・
「しごと情報ひろば」
（市内４カ所） ・求人獲得件数１３１件
における就労相談等支援

（正社員のみ）
・就職者数６０名(正社員
のみ)

・
「地域就労支援センター」における
就労相談等支援
・合同企業説明会

・就労相談から職業紹介ま
での寄り添い型支援
・オンライン、ハローワー
ク等と共催

堺市

・
「さかい JOB ステーション」や「ジ

・相談件数 3841 件※

ョブシップさかい」における支援 ・就職決定者数 1053 件※
の実施
・堺市ユースサポートセンターにお ・相談件数 1483 件※
ける支援の実施

・進路決定者数 60 人※
※就職氷河期世代の方
以外を含む

・生活困窮者自立相談支援機関の就 ・求人開拓を含めた一体的
労支援員による支援
近畿経済産業局

な就労支援

・オンラインシステムを活用した、 ・出展企業 73 社
就職氷河期世代特化型合同企業

・参加求職者 317 名

説明会を開催（近畿経済産業局管
内 2 府 5 県対象）
近畿運輸局

・
「働きやすい職場認定制度」により

・求職者と認証事業者との

各事業者の職場環境改善を含め

「働きやすい職場認証

た取組みを「見える化」

制度」を活用したマッチ

・
「どらなび EXPO2021 秋」に参加
し、バス事業者への就職を支援

ング支援の実績：１件
・参画バス事業者 21 社
来場者数 93 名

近畿地方整備局

・建設キャリアアップシステムの取
組み

・講習会等による周知活動
・キャリアアップシステム
の登録数（累計）
事業者 14,265
技能者 62,251
・事業者に対し、求人票作

成支援、技能者に対し応
募勧奨
近畿厚生局

「大阪就職氷河期世代活躍支援プ

・普及啓発ポスター貼付

ラットフォーム」に係る各種取組 ・チラシの配架
み等の周知
社会福祉法人
社会福祉協議会

大阪府

・
「福祉のお仕事」サイトを活用した ・職業紹介件数
職業紹介・就労相談の実施

224 件

・就労相談件数 2,400 件

・福祉・介護の現場を体験できる「職 ・職場体験実施件数 501 件
場体験事業」の実施

・福祉の就職フェア（対面）

・福祉の就職フェアや面接会、各種 〔出展 159 法人、参加 464
セミナーの実施

名、面談 1,810 件〕
・相談会＆面接会/ミニセ
ミナー
（同日開催） 4 回
・セミナー（WEB） 6 回

・
「介護・福祉応援貸付金」
、
「保育士 ・資格取得や復職に必要な
応援貸付金」の実施

費用の 無利子での貸付け

※11 月～新規貸付事業開始：介護
分野就職支援金、障害福祉分野就
職支援金
・生活困窮者自立相談支援機関とし ・ひきこもり支援も含めた
ての就労支援員による支援

一体的な就労支援（町村
部）

大阪労働局

・府内６所に専門窓口である「35 歳
からのキャリアアップコーナー
（就職氷河期世代支援窓口）」を
設置。
・令和３年７月９～15 日に大阪府

・専門担当者によるチーム
支援を実施
・ハローワーク紹介による
正社員就職件数 10,066
件

内 8 所のハローワークで「35 歳
からのキャリアアップ面接会Ｗ
ＥＥＫ」を開催
・３５歳からのキャリアアップ面接

・参加事業所１4 社
参加者数 64 名
就職件数 14 件

会＆相談会の開催
・参加企業 49 社
・就職支援セミナーのハイブリッド ・参加求職者 205 名

型のセミナーを開催（全４回）

・就職件数 31 件

・就職氷河期世代活躍支援都道府県 ・参加者数 298 名
プラットフォームを活用した支
援事業

・事業主向け「未来戦略！
人材活用セミナー」の開
催
全１０回
・YouTube を活用した周
知広報
・リスティング広告

●令和４年度の主な実施計画について
・HP、会報誌、メディア、SNS などを通じた積極的な周知広報
・就職氷河期世代の採用・正社員化の気運の醸成を目的とした事業主向けセミナーの実施
・プラットフォーム構成員による企業面接会・説明会の開催等、積極的な採用活動
・
「３５歳からのキャリアアップコーナー（就職氷河期専門窓口）
」におけるチーム支援
・就職氷河期世代対象求人及び職場実習等の受入に理解のある企業の開拓

等

●大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム開催実績
・第 1 回 令和元年 10 月 21 日
・第 2 回 令和 2 年 2 月 25 日
・第 3 回 令和 3 年２月 9 日 ※第 3 回は緊急事態宣言期間中のため郵送形式による開催
・第４回 令和４年２月１６日

参考資料１

大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム設置要領
１ 趣旨
大阪府は、全国に先駆けて、
「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」
（令
和元年 5 月 29 日とりまとめ。以下「支援プラン」という。）に基づき、都道府県
プラットフォーム（以下「都道府県ＰＦ」という。）をモデル的に実施する地域
として選定されたことから、大阪府域の関係機関を構成員として、府内の就職氷
河期世代の活躍支援策のとりまとめ、進捗管理等を統括する「大阪就職氷河期世
代活躍支援プラットフォーム（以下「大阪ＰＦ」という。）」を設置することとす
る。
モデル実施地域である大阪府においては、モデルとなる取組事例を全国に展開
することを目指すこととする。
２

構成員
別表に掲げる機関・団体で構成し、各機関・団体の１名に対し大阪労働局長が
委嘱する。
なお、必要に応じ、他の関係機関等からのヒアリングを行う。

３

各構成員の役割
上記２に記載の各構成員の主な役割は下記のとおりとする。
（１）行政機関
①大阪労働局
・大阪ＰＦとりまとめ事務局（主担当）
・事業実施計画の策定とりまとめ（主担当）
・実施事業の進捗管理（主担当）
・各種支援策の周知、広報、実施
②大阪府（商工労働部）
・大阪ＰＦとりまとめ事務局（副担当）
・事業実施計画の策定とりまとめ（副担当）
・実施事業の進捗管理（副担当）
・各種支援策の周知、広報、実施
③大阪府（福祉部）
・市町村プラットフォーム（以下「市町村ＰＦ」という。）との連絡調整
・社会参加に向けた支援を必要とする者の実態やニーズの把握の検討
・市町村ＰＦの好事例の把握と展開
・各種支援策の周知、広報
④大阪市・堺市
・各種支援策の周知、広報、実施

⑤就労支援機関（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部）
・職業訓練の充実
・大阪ＰＦとりまとめ事務局への政策提案
・各種支援策の周知、広報
⑥地方関係機関（近畿経済産業局、近畿運輸局、近畿地方整備局、近畿厚生
局）
・関係業界、団体への協力要請
（２）労働団体、経済団体、業界団体等
・就職氷河期世代の積極採用や正社員化の促進支援、行政支援策等の周知
・大阪ＰＦとりまとめ事務局への政策提案
４

大阪ＰＦにおける取組事項
大阪ＰＦにおいては、次の事項について協議を行い、各構成員における取組を
促進することとする。
（ⅰ 取組事項）
（１）支援対象者の把握
地域ごとに支援の対象となる以下の３類型の者に係る実態や支援ニーズ
の把握について、その手法等を検討する。なお、①、②の対象者数について
は、厚生労働省より示された「都道府県別・就職氷河期活躍支援プログラム
対象者数推計表」を参考にすることとする。
①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非正規雇用で働いている者
・前職が非正規雇用で、正規雇用を希望する完全失業者
②長期にわたり無業の状態にある者
・非労働力人口のうち、家事も通学もしておらず、就業を希望している
者
③社会参加に向けた支援を必要とする者（ひきこもり等）
・ひきこもりの状態にある者、生活困窮に陥っている者など、就労支援
だけでなく、福祉的な支援を必要としている者（※）
（※）社会参加に向けた支援を必要とする者の実態やニーズの把握に
ついては、その手法を検討するとともに、必要に応じ、都道府県
と市町村が連携し、それぞれの地域の事情に応じて、役割分担を
した上で行う。
（２）ＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定及び事業実施計画の策定
①ＫＰＩは適切なものを検討の上設定する。
②ＫＰＩを達成するため、事業実施計画を策定する。
③計画に基づく実施事業の進捗管理を行う。

なお、詳細については厚生労働省より示された参考値を踏まえて策定す
ることとする。
また、支援プランは、就職の実現だけではなく、多様な社会参加の実現
を目指すものであり、大阪ＰＦは、
「（１）支援対象者の把握」に示す３類
型のうち、社会参加に向けた支援を必要とする者については、個々人の状
況に応じて息の長い継続的な支援を行う必要があることに留意しながら、
市町村ＰＦの取組を支援していく。
（３）機運醸成及び行政支援策の周知
不安定な就労状態等にある就職氷河期世代の活躍を支援できるよう大阪
府内の機運を醸成し、各界が一体となって、積極的な採用・処遇改善や社会
参加への支援に結びつくような環境を作る。
また、就職氷河期世代本人及びその家族等に対して各種支援策の周知を図
ること。
（４）市町村ＰＦとの連携
大阪ＰＦは、市町村ＰＦの事務局を所管する福祉担当と連絡調整を図り、
市町村ＰＦとの情報共有と広域的課題の対応を行う。
・府レベルの経済団体への対応依頼（福祉からの受け入れ先の開拓、雇用
にあたって必要な配慮等）
・経済団体、他の市町村等とのつながり作りの支援
・府を越えた自治体間の広域的な取組の支援
等の要請に対応するとともに、市町村ＰＦの好事例の周知等、必要な情報提
供を行う。
（ⅱ 大阪ＰＦの会議運営について）
（１）大阪ＰＦ会議に座長を置き、大阪労働局職業安定部訓練課長をもって充
てる。
（２）４（ⅰ）の協議を行うため、原則年１回以上協議の場を設けることとす
るが、この他必要に応じて開催することもできるものとする。
５

秘密の保持
大阪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

この要領は令和元年１２月２０日より施行する。
令和２年 ４月 １日改正。
令和２年 ７月 ９日改正。

（別表）

大阪労働局
大阪府
大阪市
（
堺市

行
政
機
関

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部

）

１

近畿経済産業局
近畿運輸局
近畿地方整備局
近畿厚生局

（
）

２

日本労働組合総連合会大阪府連合会
公益社団法人 関西経済連合会
大阪商工会議所

経
済
団
体

一般社団法人 大阪建設業協会

業
界
団
体

一般社団法人 大阪府警備業協会

、

労
働
団
体

大阪府中小企業団体中央会

、

一般社団法人 大阪府トラック協会

社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会

参考資料２

大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業実施計画
１

趣旨
いわゆる就職氷河期世代（概ね平成５年～平成１６年に学校卒業期を迎えた
世代を指す。）は、現在３０代半ばから４０代半ばに至っている。
これらの世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、そ
の中には、希望する就職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いて
いる、無業の状態にある、社会参加に向けた支援を必要とする状態にあるなど、
様々な課題に直面している方がいる。
このように、就職氷河期世代への支援は喫緊の課題であることから、「経済
財政運営と改革の基本方針２０１９」
（令和元年６月２１日閣議決定。）におい
て就職氷河期世代の活躍促進に向けた取組をとりまとめるとともに、厚生労働
省においても「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」（令和元年５月２
９日とりまとめ。以下「支援プラン」という。）を策定したところである。
大阪府においては、支援プランに基づき、大阪府域の関係機関を構成員とし
て、府内の就職氷河期世代の活躍支援策のとりまとめ、進捗管理等を統括する
「大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」
（以下「大阪ＰＦ」という。）
を設置した。
ついては、大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業実施計画（以
下「大阪ＰＦ計画」という。）を策定し、就職氷河期世代の方々の実態やニー
ズに沿った必要な支援を行うこととし、各界一体となった当該世代の支援に関
する気運を醸成し、就職・正社員化の実現、多様な社会参加の実現につなげ、
活躍の機会が広がるよう継続的な取組みを推進することとする。

２

大阪ＰＦ計画実施期間
令和２年４月１日～令和５年３月３１日

３

大阪ＰＦ計画の推進体制及び進捗管理

大阪ＰＦ計画の推進にあたっては、大阪ＰＦ設置要領に基づき推進する。
大阪ＰＦ計画の着実かつ効果的な推進を図るため、個々の取組や進捗状況
を大阪ＰＦとりまとめ事務局において把握及び管理を行い、大阪ＰＦ設置要
領の４のⅱに規定する会議を開催し、公表する。
なお、その進捗状況等を踏まえ、必要に応じて計画内容を見直すこともあ
り得る。
４

就職氷河期世代に係る大阪府の現状
（１）不安定な就労状態にある方
1

「不安定な就労状態にある方」
（３５歳～４４歳）のうち、不本意に非
正規雇用で働いている方は、全国で約５４万人、大阪府においては、約
３万６千人と推計される。（※１）
大阪府がインターネットで行ったアンケート調査（※２）では、不安
定就労をしている方のうち半数以上の方が、正規雇用を希望しており、
正規雇用に対する意向は、
「自分の希望する仕事であれば転職（就職した
い）」が４割程度と一番多い。
【正規雇用の意向】
どんな仕事でも構わな
いので正規を希望
4.5%
わからない
20.0%

今のままで
よい
24.9%

希望する仕事であ
れば正規で働きた
い
41.1%

今の会社で
正規に転換
してほしい
9.6%

（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
「長期にわたり無業の状態にある方」（３５歳～４４歳）は、全国で約
４０万人、大阪府においては、約３万７千人と推計される。（※１）
大阪府がインターネットで行ったアンケート調査（※２）では、無業の
状態にある方のうち、
「これまでに勤務した会社数が１社以下（無し含む）」
が４割を占め、働く目的は、「自身や家族の生計のため」が４割と一番多
く、働きたくない理由は、「体力に自信がない、健康面」が一番多い。

2

【これまでに勤務した会社数】

1社も無い
20.0%

1社
20.0%
2社
17.4%

5社以上
23.0%

3社
4社
12.6%
7.0%

【働く目的、働きたくない理由】
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時間を持て余すのが嫌だから 3.0
やりがいのある仕事だから 6.6
生きがいや社会貢献のため 8.4
自身や家族の生計のため 43.2

働く目的

お金に困っていないから 6.8
育児・介護など家庭の事情から 10.6
働き先が見つからない、就活に疲れた 11.8
家から出たくないから 16.8
体力に自信がない、健康面から 19.8
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（３）社会参加に向けた支援を必要とする方
社会とのつながりをつくり、社会参加に向けたより丁寧な支援を必要
とする方については、主に、ひきこもりの状態にある方が想定される。
内閣府の調査（生活状況に関する調査（平成３０年度））結果において、
４０歳以上６４歳以下の広義のひきこもり状態（※３）にある方は全国で
約６１万３千人に上る（推計）。これを人口比（※４）で換算すると、大
阪府の４０歳以上６４歳以下の広義のひきこもりの状態にある方は、約４
万３千人と推計される。

3

※１

総務省「就業構造基本統計調査（2017 年）」
JILPT「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③」
「不安定な就労状態にある方」：現在非正規雇用で働いており、
かつ、現在の雇用形態に就いている理由について「主に正規の職
員・従業員の仕事がないから」と答えた方
「長期にわたり無業の状態にある方」
：無業者のうち求職活動を

していない方で、卒業者かつ通学していず、配偶者なしで家事を
行っていない方
※２ 令和元年度大阪府実施調査「大阪府における就職氷河期世代支
援策のあり方検討のためのインターネット調査業務」報告書。３
５～４９歳、２，０００人（非正規雇用１，５００人、無業５０
０人）を対象者として実施。
※３ 「生活状況に関する調査」において定義。
※４ 「生活状況に関する調査」の推計に使用された、総務省「人口
推計（平成３０年）の全国（１億２，６４４万３千人）と大阪府
（８８１万３千人）の総人口比。
５

大阪ＰＦ計画における目標及びＫＰＩ
上記４に係る方を支援対象者とし、支援対象者ごとに、目標及びＫＰＩ（※
５）を以下のとおり設定する。
ＫＰＩとは、Key Performance Indicator の略で、重要業績評価
指標のこと。目標への進捗を把握するための指標として設定。
（１）不安定な就労状態にある方
ア 目標
※５

正規雇用者を 20,400 人（※６）（１年間平均で 6,800 人）増やすこ
とを目標とする。
※６ 35～44 歳の不安定な就労状態にある方のうち、不本意に非正規
雇用で働いている方が全国で約 54 万人おり、大阪府では約 3 万 6
千人（全体の 6.8%）となることから、全国目標の 30 万人の 6.8%
である 20,400 人とした。
イ ＫＰＩ（※７）
・ハローワーク紹介における正社員就職件数 16,800 件（１年間平均
5,600 件）
・キャリアアップ助成金活用による正社員転換人数
間平均 9,733 件）
・職業訓練あっせん数

29,200 人（１年

22,500 件（１年間平均 7,500 件）（※８）

4

※７
※８

（１）アの目標を超えるＫＰＩの設定については、就職後の離
職等も勘案したものとする。
全年齢層での目標。

（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
ア 目標
当事者やご家族の希望に応じ、求職活動へ踏み出すための支援を行
い、大阪府内の地域若者サポートステーション（以下「サポステ」と
いう。）を中心に関係機関が連携し、就労その他の職業的自立支援につ
なげることを目指す。
イ ＫＰＩ（※９）
・サポステの支援により就労等につながった件数 720 件（１年間平均
240 件）
・サポステにおける相談件数 57,100 件（１年間平均 19,033 件）
※９ サポステの対象年齢は 15 歳から 39 歳。令和 2 年度からは 49 歳
上限で実施予定。対象全年齢層での目標。
（３）社会参加に向けた支援を必要とする方
ア 目標
市町村における居場所の整備その他、当事者の状態に合わせた支援
を行うための多様な取組を推進し、社会とのより太いつながりが生ま
れることを目指す。
イ ＫＰＩ
以下の府内市町村の取組を促進
・市町村の相談支援体制の充実
・生活困窮者自立支援制度就労準備支援事業の全福祉事務所設置自
治体での実施
・居場所をはじめとする多様な社会参加の場の確保
・地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築
６

大阪ＰＦにおける取組事項
社会気運の醸成及び就職氷河期世代、一人ひとりにつながる積極的な広報
（１）社会気運の醸成【全構成員】
就職氷河期世代に対する採用・処遇改善や社会参加への支援に関す
る気運を醸成するため、構成員が連携して以下の事項に取り組む。
・大阪ＰＦ構成員が実施する各種取組等の周知
・事業主向けセミナー、就職面接会の実施
5

（２）積極的な広報に向けた取組【全構成員】
ご本人やそのご家族、関係者に対して安定就職・社会参加の途を社
会全体で用意・応援しているというメッセージをあらゆる機会、ツー
ルを活用して積極的に発信する。
・構成員の機関誌、ホームページ、インターネット、ＳＮＳ等を活用
した周知広報
・市町村と連携した支援メニューの周知（市町村広報紙や回覧板等の
活用）
７

各構成員の取組事項
（１）安定就職に向けた取組（不安定な就労状態にある方）
ア ハローワークにおける各種支援の実施【大阪労働局】
・「35 歳からのキャリアアップコーナー（就職氷河期世代支援窓口）」
を設置し、担当者によるチーム支援を実施
・担当者制個別支援を中心としたキャリアコンサルティングの実施
・生活設計面の相談
・就職面接会・説明会の開催
・各種セミナーの開催
・必要な能力開発施策へのあっせん
・就職氷河期世代限定求人・歓迎求人及び職場実習等の受け入れに理
解のある企業の開拓に関する各種取組
・就職後の定着支援
イ 就職氷河期世代を対象とした助成金の活用促進【大阪労働局】
ウ 民間事業者のノウハウを活かした不安定就労者の就職支援【大阪労働局】
エ

ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおける各種支援の実施【大阪府】
・支援対象者の現状やニーズの把握、分析（アンケート調査の実施）
・スキルアップセミナーの開催
・キャリアカウンセリングの実施

オ

しごと情報ひろば（天下茶屋・西淀川・平野・クレオ大阪西マザー
ズ）における各種支援の実施【大阪市】
・キャリアカウンセリング、就労相談の実施
・求人企業情報の提供や、国の各種支援メニューへの誘導
・就職支援セミナーの開催
・合同企業説明会の開催
・市立男女共同参画センター（クレオ大阪）への巡回就労相談の実施
・個別ニーズに応じた求人開拓
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カ

さかいＪＯＢステーションや公益財団法人堺市就労支援協会（ジョ
ブシップさかい）等における各種支援の実施【堺市】
・キャリアカウンセリング、就労相談の実施
・就職支援セミナーの開催
・求人企業情報の提供
・企業説明会や企業と求職者の交流会の開催

・職業能力開発講座の開催
・個別ニーズに応じた求人開拓
キ 職業訓練の実施【大阪労働局、大阪府、高齢・障害・求職者雇用支
援機構】
・公共職業訓練、求職者支援制度（就職氷河期世代支援プログラムに
基づく訓練コースの設定含む）における職業訓練の実施
ク 建設キャリアアップシステムを活用した人材育成（特別講習の実施）
及び建設キャリアアップシステム普及に向けた説明会の実施【近畿地
方整備局】
ケ

大阪府トラック協会を通じた運輸業界へのトラックドライバー等の
就労支援【近畿運輸局、大阪府トラック協会】
コ 就職氷河期世代特化型合同企業説明会及び企業向けセミナーの開催
【近畿経済産業局】
サ 大阪福祉人材支援センターにおける各種支援の実施【大阪府社会福
祉協議会】
・「福祉のお仕事」サイトを活用した職業紹介・就労相談の実施
・福祉・介護の現場を体験できる「職場体験事業」の実施
・福祉の就職フェアや面接会・各種セミナーの実施
・「介護・福祉応援貸付金」「保育士応援貸付金」の実施（資格取得や
復職に必要な費用の無利子での貸付け）
（２）就職実現に向けた基盤整備に資する取組（就業を希望しながら長期に
わたり無業の状態にある方）
上記（１）の取組に併せ、以下の取組を行う。
・サポステの取組強化。福祉施策とのワンストップ型支援や福祉機関
等へのアウトリーチ展開の強化により、支援対象者を把握し、働きか
け、支援を行う体制を整備【大阪労働局】
・大阪市地域就労支援センターにおける就労相談等の寄り添い型支援、
職業紹介の実施【大阪市】
・区役所への巡回就労相談の実施【大阪市】
・堺市ユースサポートセンター（堺サポステ）におけるキャリア開発
7

プログラム、心理カウンセリング、保護者セミナー、訪問支援事業等
の実施【堺市】
・生活困窮者自立相談支援機関の就労支援員による支援、生活困窮者
就労準備支援事業、生活困窮者認定就労訓練事業の実施【堺市】
（３）社会参加実現に向けた取組（社会参加に向けた支援を必要とする方）
（市町村の相談支援体制の充実）
・ひきこもり支援に関する相談窓口の明確化や広報を促す関わり等、
ひきこもり相談を適切な支援へつなげる市町村体制の形成・拡充を促
進する支援【大阪府】
・市町村に対し、ひきこもり支援や市町村プラットフォーム形成・活
用に関する先進的な取組や好事例の周知【大阪府】
・市町村生活困窮者自立支援制度所管課への訪問による社会資源等の
状況把握、意見交換、情報提供等の実施及び当該内容の市町村へのフ
ィードバック【大阪府】
・生活困窮者自立支援制度所管課をはじめとする市町村の支援者等の
資質向上のため、ひきこもり支援に関する研修の実施【大阪府】
（生活困窮者自立支援制度就労準備支援事業の全福祉事務所設置自治体
での実施）
・就労準備支援事業を実施していない福祉事務所設置自治体の課題や
ニーズを把握し、好事例の情報提供等、実施に向け自治体を支援【大
阪府】
（居場所をはじめとする多様な社会参加の場の確保）
・好事例や地域づくりのノウハウの情報提供等、多様な社会参加の場
の確保に向け市町村を支援【大阪府】
（地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築）
・包括的支援体制の構築に向け、相談支援包括化に関するニーズや課
題、体制の構想等を聴取し、好事例の情報提供等、円滑な実施に向け
支援【大阪府】
・堺市ユースサポートセンター（堺市子ども・若者総合相談センター）
におけるひきこもり、ニートなど困難を抱える子ども・若者の支援の
実施（利用者からの相談、グループ活動、就労準備講座の実施など）
・生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者認定就労訓練事業の実施
【堺市】
８

地域就職氷河期世代支援加速化交付金事業の実施【別表】

8

９

市町村ＰＦとの連携
大阪ＰＦは、市町村ＰＦにおける経済団体や他の市町村等とのつながり支
援を行うとともに、市町村ＰＦの好事例の周知等、必要な情報提供を行う。

附則

令和２年

８月１７日改正。

9

大阪就職氷河期世代支援プラットフォーム事業計画に係る目標及びＫＰＩ一覧

支援対象者区分
１ 不安定な就労状態にある方

目標

ＫＰＩ

3年間

1年間

―

―

ハローワーク紹介による正社員就職件数
（35歳以上54歳以下）

16,800件

5,600件

キャリアップ助成金活用による正社員転換人数
（35歳以上）

29,200人

9,733人

職業訓練受講あっせん数（※１）

22,500人

7,500人

3年間

1年間

―

―

720件

240件

57,100件

19,033件

3年間

1年間

―

―

「市町村の相談支援体制の充実」の促進

―

―

「生活困窮者自立支援制度就労準備支援事業の全福祉事務
所設置自治体での実施」の促進

―

―

「居場所をはじめとする多様な社会参加の場の確保」の促進

―

―

「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築」の促
進

―

―

正規雇用者を20,400人増やす

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

目標

定量指標

当事者やご家族の希望に応じ、求職活動へ踏み出すための支援を行
い、地域若者サポートステーションを中心に関係機関が連携し、就労そ
の他職業的自立支援につなげることを目指す
サポステの支援により就労につながった件数（※２）

ＫＰＩ
サポステにおける相談件数（※２）
３ 社会参加に向けた支援を必要とする方

目標

ＫＰＩ

市町村における居場所の整備その他、当事者の状態に合わせた支援を
行うための多様な取組を推進し、社会とのより太いつながりが生まれる
ことを目指す

「
府
内
市
町
促
村
進
の
取
組
」
の

※１ 全年齢層での目標。
※２ サポステの対象年齢は15歳から39歳。令和2年度からは49歳上限で実施予定。全年齢層での目標。

【別

表】

地域就職氷河期世代支援加速化交付金事業一覧
（令和４年4月1日現在）
No

実施主体

事業名

事業の概要
就職氷河期世代のうち、主に長期無業者の方を対象に、OSAKAしご
とフィールドと連携し支援対象者の掘り起こし、就業に向けた研
修、企業とのマッチングなどを一体的に支援。

計画期間

1 大阪府

就職氷河期世代集中支援プロジェクト事業

2 大阪府

住宅付き就職氷河期世代就職支援事業 し、入居者同士のコミュニティ形成などを通じて社会人基礎力の養 令和２年度～令和４年度

令和２年度～令和４年度

就職氷河期世代の就職支援を行うとともに、府営住宅の空室を活用
成や定着支援を実施する。

3 大阪市

しごと情報ひろば総合就労サポート事業
（就職氷河期世代への就労支援）

求人を開拓するため、個別企業へのアウトリーチを強化するととも
に、就職氷河期世代向けの国の各種助成金の案内及び、申請事務に
令和２年度～令和４年度
係る支援などにも踏み込んで実施。並行して、窓口相談において求
職者の職業志向の拡大にも注力。

4 泉佐野市

地域課題解決型就職氷河期世代就労支援事業

就労になんらかの困難を抱え、伴走型の支援を必要とする就職氷河
期世代の方を対象に、支援区分に応じて段階的（対人スキルの取得 令和３年度～令和４年度
から請負型就労体験まで）な支援を実施する。

5 堺市

堺市ユースサポートセンター
（堺サポステ）事業

就職氷河期世代の当事者や家族の希望に応じ、求職活動へ踏み出す
ための支援や就労及び就労後の職場定着にむけた支援等を行い、就 令和３年度～令和４年度
労その他の職業的自立支援につなげる。

6 堺市

ひきこもり生活実態調査事業

複雑化、複合化している「ひきこもり」、「８０５０」などの課題
に対応する包括的な支援体制の構築のため、ひきこもり支援対象者 令和３年度～令和４年度
の実態やニーズを把握する。

就職氷河期世代を対象に奨学金返還支援を行い、社会参加や就労に
向けた活動のネックとなる経済的・心理的負担の軽減を図ることで 令和４年度
安定した就労を支援する。

7 枚方市

奨学金返還支援補助事業

8 八尾市

就職氷河期世代マッチング支援事業 している方を対象に、事業所魅力発信兼疑似職場見学・体験動画を 令和４年度

就職氷河期世代のうち、就労意欲があり、現状より良い処遇を目指
作成した上で、面接会を開催し、マッチングを図る。
就職氷河期世代の就職支援を行うため、社会人基礎力や就活スキル

9 和泉市

就職氷河期世代活躍支援事業 向上のための研修を実施し、研修後に職場実習を行い就職に向けた

令和４年度

支援を行う。

10 東大阪市

中河内地域若者サポートステーション事業

就職氷河期世代を対象に、心理相談や職業体験、セミナー、イベン
ト等を通じ就労を支援するとともに、職業体験の受入れ事業所の開 令和４年度
拓を実施する。

厚生労働省・大阪労働局・ハローワーク

ミドル世代求職者（概ね35歳以上55歳未満）を対象とした合同企業説明会を開催！

３５歳以上のミドル世代のための合同企業説明会

参加企業募集
と

き：令和４年９月２７日（火） １３時００分～１６時００分
※企業の方は、１２時0０分から受付を開始します。

と こ ろ：梅田クリスタルホール
大阪市北区中崎西２丁目４－１２

梅田センタービル地下１階

対 象 者：ミドル世代の求職者
（概ね35歳以上55歳未満）
参加企業数：３０社
参 加 見 込：１００名
内

容：参加求職者との説明会

等

※新型コロナ感染症予防対策を講じた上で、来場型で開催いたします（開催方法の変更はありません）。
※webミーティングツール等を利用したオンライン参加には対応いたしかねますのでご了承ください。

参加要件・申込方法等
１．参加要件
・正社員求人であり、かつ、年齢・経験等不問の求人申込みをハローワークに行っている事業所であること。
なお、説明会へ参加申込みの上、参加決定後に求人申込みを行っても差し支えありません。
・参加決定後に求職者向け資料として〈企業PRシート〉等の作成・提出にご協力いただけること。
・参加決定後のご辞退は原則お断りします。
２．参加申込方法
右記の二次元コードより申込みフォームにアクセスの上、インターネットから
お申込みください。原則、お電話・メールでのお申し込みは出来ません。
※※※https://questant.jp/q/o-middle-gosestu※※※
※参加の可否は、登録いただくメールアドレスに通知いたします。

参加事業所募集期間

令和４年７月５日（火）まで

３．お問い合わせ先

「大阪就職氷河期世代活躍支援事業」運営事務局
（株式会社学情 パブリックサービス事業部 佐々木、塩谷、永次）
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-10 学情梅田コンパス2階
ＴＥＬ：06-6346-6303（10：00～17：00 ※土・日・祝除く）
ＦＡＸ：06-6346-6838
メール：hyogaki-shien＠gakujo.ne.jp
主催：大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム（大阪労働局、大阪府、大阪市、堺市、近畿経済産業局、近畿運輸局、近畿地方整備局、近畿厚生局、
日本労働組合総連合会大阪府連合会、（公社）関西経済連合会、大阪商工会議所、大阪府中小企業団体中央会、（一社）大阪建設業協会、
（一社）大阪府トラック協会、（一社）大阪府警備業協会、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部、（福）大阪府社会福祉協議会）
※本事業（令和４年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援）は大阪労働局から委託を受け株式会社学情が運営しています。

