
 

令 和 ３ 年 度  事 業 計 画 書 

 
令和3年8月1日から 令和4年7月31日まで 

 

 特定非営利活動法人 育て上げネット  

 

1 青少年の就労機会獲得を支援する事業 

（１）自主事業 

・若年者就労基礎訓練プログラム（ジョブトレ）の実施 

・IT分野特化型若年者就労基礎訓練プログラム(ジョブトレ IT)の実施  

・若年者社会参加準備支援プログラム(プレップ：東京都登録事業) の実施 

（２）行政等からの委託事業 

・地域若者サポートステーション事業（厚生労働省） 

立川、調布で継続実施。 

・コロナ禍におけるひきこもり・生活困窮者 に対するデジタル領域への緊急就労支援事業（厚生労働省） 

・コクションズおおさか就業支援事業（大阪市） 

・よこはま東部ユースプラザ（横浜市） 

・立川市就職氷河期世代就労支援事業（立川市） 

・立川市若年者就業支援事業「My Challenge!たちかわ」（立川市） 

・国立市就労準備支援事業（国立市） 

・ワークスタート事業（公益財団法人東京しごと財団との協働事業） 

・就労準備訓練及び社会適応力訓練支援事業、合宿型就労体験事業（杉並区） 

（３）企業等との協働事業 

   ・若者就労・応援パッケージの実施（合同会社西友） 

   ・NTT/KDDI合同就労支援事業サポートルーム運営（NTTグループ、KDDIグループ） 

・若者のための ITアカデミーサイト運営 (アクセンチュア株式会社 

・おおさか 10代給付型職業訓練・就職支援事業（村上財団及び大阪府 

・アトオシオンライン事業（シティ財団 

・はたらくスタートアッププログラム事業（スイス・リー財団 

・ステップ・キャンプ事業（キャタピラー財団 

（４）更生支援事業 

   ・八王子少年鑑別所・埼玉少年鑑別所（講話・面接等の実施） 

   ・多摩少年院・愛光女子学園・茨城農芸学院・交野女子学院・久里浜少年院（学習支援・IT講習等の実施） 

   ・少年院を出院した少年の更生自立支援事業 

 

2 青少年の家族及びその関係者に対する支援事業 

（１）行政等からの委託事業 

・青梅市立総合病院産業カウンセリング業務（青梅市） 

・府中市生保家庭訪問支援事業（府中市） 

・アビリティ訓練受講生に対する相談援助業務（雇用能力開発機構 埼玉センター） 

（２）自主事業 



・ニート・ひきこもりの子を持つ母親の会「結」の運営 

 

3 青少年の社会的孤立を予防するための事業 

（１）行政等からの委託事業 

・高等学校との連携 

東京都立砂川高等学校、東京都立秋留台高校、東京都立武蔵村山高校、東京都立八王子拓真高校 

・大学との連携事業 

   駿河台大学 

・中途退学者等への「学び直し」支援事業（東京都教育委員会） 

・生活困窮世帯等を対象とした子供の学習支援事業（立川市） 

・都立高校生の社会的・職業的自立支援教育プログラム事業（東京都教育庁等） 

（２）自主事業 

・高校、大学等におけるキャリア教育プログラムの実施（全国） 

・学習スペース高松（立川市） 

（３）企業等との協働・寄付事業 

・新生銀行株式会社 

 

 

4青少年の就労と社会参加のための社会資源開発と広報事業 

行政等からの委託事業 

・立川市若年者等育成支援ネットワーク事業（立川市） 

・国分寺市若者支援業務の運営（国分寺市） 

・若者の自立支援に係る区市町村職員向け研修の実施（東京都） 

    

5その他収益事業等 

出版事業 

書籍・物品の販売 

 

＊各事業ともに自主事業に注力し、拡大拡張を目指していく 

＊行政等からの委託事業および企業等協働については、令和３年 3月までは継続、 

令和 4年 4月以降は継続受託を計画 



2.事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業 （事業費の総費用【 385,000 】千円）
定款の

事業名
事　業　内　容

実施

日時

実施

場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数
事業費(千円)

若年者就労基礎訓練プログラム(ジョブトレ) 通年 立川 20 希望者150 35,000

訪問支援事業 通年
立川市

府中市
5 希望者20 470

更生施設での就労支援 通年 各地 20 支援指定者500 5,000

大阪市 22 希望者250 29,700

調布市 18 希望者250 29,700

コネクションズおおさか 通年 川崎市 15 希望者200 30,330

就労準備訓練及び社会適応力訓練支援事業 通年 杉並区 17 希望者120 25,500

合宿型就労体験事業（杉並区）準備・実施 通年 立川市 2 希望者5 450

立川市就職氷河期世代就労支援事業 通年 立川市 9 希望者100 22,720

立川市若年者就業支援事業「My Challenge!たちかわ」 通年 立川市 6 希望者5 1,600

ワークスタート(東京しごと財団) 通年 千代田区 40 希望者60 18,630

国立市生活困窮者就労準備支援事業

令和3年6月

～

令和4年3月

国立市 5 希望者20 3,510

府中市青少年相互相談事業 通年 府中市 5 希望者20 2,340

国分寺市若者支援業運営 通年 国分寺市 5 希望者20 2,070

コロナ禍におけるひきこもり・生活困窮者 に対するデジタル

領域への緊急就労支援事業（厚生労働省）

令和3年8月

～

令和4年3月

各地 10 希望者150 14,670

よこはま東部ユースプラザ 通年 横浜市 10 希望者60 28,000

NTT/KDDI(アデコ)合同就労支援事業サポート

ルーム運営 (企業との協働事業)

～令和3

年10月
各地 5 希望者100 6,600

アトオシ・オンライン事業（シティ財団助成事業） 通年 各地 10 希望者100 6,500

おおさか10代給付型職業訓練・就職支援事業「テ

ンセイ・キャンプ」（村上財団及び大阪府との協働事

業）

～令和3

年10月
大阪府下 3 希望者70 3,000

少年院を出院した少年の更生自立支援事業(公益

財団法人ユニバーサル志縁センター助成事業)

～令和4

年2月
各地 5 希望者10 5,000

若者デジタルインクルージョンプログラム企画運営（リ

コーとの協働）

令和3年8月

～

令和4年3月

各地 3 希望者60 1,000

若年者就労基礎訓練プログラム(Yogiboパック）
令和3年8月

～

令和4年3月

立川市 3 希望者6 1,500

ホンキの就職プロジェクト/WORKFITプログラム(企業との

協働事業)
通年 各地 5 希望者100 2,160

産業カウンセリング業務委託(青梅市立総合病院) 通年 青梅市 5 希望者100 100

若者自立等支援事業(府中市) 通年 府中市 5 希望者100 1,650

国立市被保護者就労準備支援事業

令和3年6月

～

令和4年3月

国立市 5 希望者20 3,420

アビリティ訓練受講生に対する相談援助業務((独)高齢・

障害・求職者雇用支援機構　埼玉支部)
通年 埼玉県 5 希望者300 300

新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業

(関西ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）
通年 各地 3 希望者20 1,600

地域若者サポートステーション事業(厚生労働省) 通年

青少年の就労機会獲

得を支援する事業

青少年の家族及びそ

の関係者に対する支援

事業



定款の

事業名
事　業　内　容

実施

日時

実施

場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数
事業費(千円)

ニート・ひきこもりの子を持つ母親の会「結」・オンライン結 通年
立川市

川崎市
10 希望者100 15,000

保護者向けセミナー・相談会の実施 通年 各地 10 希望者200 500

青少年の社会的孤立

を予防するための事業
東京都立砂川高等学校と生徒の学習補助等連携事業 通年 立川市 5 希望者100 700

青少年の社会的孤立

を予防するための事業

東京都立秋留台高等学校と通級指導補助・学習個別支

援他連携事業
通年 あきる野市 5 希望者100 700

青少年の社会的孤立

を予防するための事業

東京都立武蔵村山高等学校と生徒のキャリアサポート他

連携事業
通年

武蔵村山

市
5 希望者100 700

青少年の社会的孤立

を予防するための事業

東京都立八王子拓真高等学校と生徒の就労支援、キャ

リア教育補助他連携事業
通年 八王子市 5 希望者100 700

青少年の社会的孤立

を予防するための事業

学びのセーフティネット（学習支援・居場所づくり）事業

（東京都教育委員会）
通年 立川市 10 希望者100 26,550

青少年の社会的孤立

を予防するための事業

生活困窮世帯等を対象とした子供の学習支援事業(立川

市)
通年 立川市 25 希望者100 13,230

青少年の社会的孤立

を予防するための事業

都立高校生の社会的・職業的自立支援教育プログラム事

業(東京都教育庁)
通年 東京都 30 希望者2,000 8,300

青少年の社会的孤立

を予防するための事業

キャリア教育プログラム及びキャリア教育支援者育成事業の

実施
通年 各地 30 希望者2,000 12,000

青少年の社会的孤立

を予防するための事業
子ども学習スペース運営事業 通年 立川市 5 希望者10 3,000

青少年の社会的孤立

を予防するための事業
学習支援サマーキャンプ準備・実施 通年 山梨県 3 希望者20 500

青少年の社会的孤立

を予防するための事業

駿河台大学と学生の学習および進路・就職相談他連携

事業
通年 飯能市 5 希望者200 800

青少年の就労と社会

参加のための社会資

源開発と広報事業

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク運営委託 通年 立川市 5 希望者50 1,000

青少年の就労と社会

参加のための社会資

源開発と広報事業

国分寺市若者支援業務 通年 国分寺市 5 希望者50 1,800

青少年の就労と社会

参加のための社会資

源開発と広報事業

ネットワーク構築事業 通年 国立市 5 希望者50 12,710

青少年の就労と社会

参加のための社会資

源開発と広報事業

若者の自立支援に係る区市町村職員向け研修 通年 東京都 3 希望者50 1,000

青少年の就労と社会

参加のための社会資

源開発と広報事業

各地における講演・支援者研修事業 通年 各地 10 希望者1,000 1,000

青少年の就労と社会

参加のための社会資

源開発と広報事業

各事業のホームページの作成・改修、チラシ等作成等広報

事業の実施
通年 各地 3 情報提供希望者 2,000

（2）その他の事業
定款の

事業名
事　業　内　容

実施

日時

実施

場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数
支出額(千円)

出版事業 書籍・物品販売 通年 立川市 1 情報提供希望者 290

青少年の家族及びそ

の関係者に対する支援

事業


