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「地 域 若 者 サポートステーション事 業 」実 施 団 体 選 定  

平 成 2 5 年 ４月 から 1 4 9 箇 所 で実 施 、ニートの就 労 支 援 を拡 充  

厚生労働省は、ニート（※）などの若者の職業的自立を支援する「地域若者サポート

ステーション事業」について、平成 25年度の実施団体を企画競争により選定しました。

これにより、平成 25年４月からの実施箇所は平成 24年度より 33箇所多い、全国 149

箇所となります（実施箇所・団体名は別添参照）。なお、平成 25年度は最終的に全国

160箇所で「地域若者サポートステーション事業」を実施する方針で、今後、追加で 11

箇所の募集を予定しています。 

「地域若者サポートステーション事業」とは、厚生労働省と地方自治体が協働し、働

くことに悩みを抱えるニートなどの若者の職業的自立を目指し包括的に支援する事業

です。若者支援の実績やノウハウを持つ地域のＮＰＯ法人などが運営する「地域若者サ

ポートステーション」（愛称：サポステ）を設置し、キャリア・コンサルタントなどに

よる専門的な相談や、協力企業による就労体験など、多様な支援策を提供しています。 

サポステの関連事業として、平成 24年度に 65箇所で実施された「高校中退者等アウ

トリーチ事業」については、平成 25年度からは「サポステ・学校連携推進事業」とし

て全てのサポステで実施し、支援対象者を大学などの中退者や在学生まで広げます。こ

の事業では、学校との連携体制を構築して、学校や自宅への訪問支援（アウトリーチ）

やサポステでの「学び直し」支援を実施し、ニートの未然防止や職業的な自立支援の促

進を図ります。 

また、平成 24年度に 20箇所で行っていた｢生活支援等継続支援事業｣のうち、学び直

し支援については｢サポステ・学校連携推進事業｣の一環として枠組みを変えて実施し、

生活支援については｢若年無業者等集中訓練プログラム事業｣として、合宿形式などによ

る生活面の改善支援と職場実習の訓練を集中的に行います（一部、実施しないサポステ

もあります）。 

厚生労働省では、これらの施策を含め、今後も「地域若者サポートステーション事業」

を強力に推進していきます。 

※ニートとは、15～34歳の若者で、仕事に就かず、家事も通学もしていない人をいいます。総務省の労働

力調査によると、ニートの数は平成 24年で 63万人と、依然として高水準にあり、就労や復学な

ど、こうした人への進路決定に向けた支援がますます重要となっています。 

平成 25年３月 22日 
【照会先】 
職業能力開発局キャリア形成支援室 

 室  長 浅野 浩美 
室長補佐 永井 祐一(内線 5741) 

(代表電話) 03(5253)1111 
(直通電話) 03(3502)8931 



（別添）

1 北海道 道央（石狩・空知・後志）地域 札幌市中央区 財団法人　札幌市青少年女性活動協会

2 北海道 道北（上川・留萌・宗谷）地域 旭川市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

3 北海道 道東（釧路・根室）地域 釧路市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

4 北海道 道南地域 函館市 財団法人　北海道国際交流センター

5 北海道 道央（胆振・日高）地域 苫小牧市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

6 北海道 道東（十勝）地域 帯広市 学校法人　国際学園

7 北海道 道北（オホーツク）地域 北見市 特定非営利活動法人　ワークフェア ○
8 青森 津軽地域 弘前市 特定非営利活動法人　プラットフォームあおもり

9 青森 東青下北地域 青森市 株式会社　日本マンパワー ○
10 青森 南部地域 八戸市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ ○
11 岩手 宮古、釜石広域地域 宮古市 特定非営利活動法人　みやこ自立サポートセンター

12 岩手 盛岡広域地域 盛岡市 特定非営利活動法人　もりおかユースポート ○
13 宮城 県南部地域（広域仙台都市圏・広域仙南圏） 仙台市太白区 特定非営利活動法人　わたげの会

14 宮城 県北部地域（広域大崎圏、広域栗原圏、広域登米圏、広
域気仙沼・本吉圏の一部）

大崎市 企業組合　労協センター事業団

15 宮城 石巻地域（広域石巻圏、広域気仙沼・本吉圏の一部） 石巻市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ ○
16 秋田 県全域 秋田市 特定非営利活動法人　ＫＯＵ

17 山形 県庄内地域 酒田市 山形県中小企業団体中央会

18 山形 県置賜地域 米沢市 特定非営利活動法人　Ｗｉｔｈ優

19 山形 県村山地域及び最上地域 山形市 特定非営利活動法人　発達支援研究センター

20 福島 県北地域 福島市 特定非営利活動法人　ビーンズふくしま

21 福島 県中地域 郡山市 特定非営利活動法人　ビーンズふくしま

22 福島 いわき地域 いわき市 特定非営利活動法人　すだち

23 福島 会津地域 会津若松市 株式会社　みとみ ○
24 茨城 県全域 水戸市 特定非営利活動法人　すだち

25 栃木 県央地域 宇都宮市 一般社団法人　栃木県若年者支援機構

26 栃木 県南地域 小山市 一般社団法人　とちぎ青少年自立援助センター

27 栃木 県北地域 那須塩原市 特定非営利活動法人　キャリアコーチ

28 群馬 県中・西・北毛地域 前橋市 特定非営利活動法人　キャリア倶楽部

29 群馬 県東毛地域 太田市 特定非営利活動法人　キャリア倶楽部

30 埼玉 県全域（熊谷市、深谷市を除く） 川口市 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット

31 埼玉 北部地域（深谷市、熊谷市） 深谷市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ ○
32 千葉 県全域（ただし市川市及び浦安市地域、柏市地域、船橋市

地域、県北東部地域、及び県南部地域を除く）
千葉市美浜区 株式会社　アクティブブレインズ

33 千葉 市川市・浦安市 市川市 特定非営利活動法人　ニュースタート事務局

34 千葉 柏市 柏市 特定非営利活動法人　キャリアデザイン研究所

35 千葉 県北東部地域 成田市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

36 千葉 県南部地域 木更津市 株式会社　アクティブブレインズ ○
37 千葉 船橋市 船橋市 特定非営利活動法人　セカンドスペース ○
38 東京 足立区 足立区 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター

39 東京 立川市 立川市 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット

40 東京 多摩地域東部 三鷹市 特定非営利活動法人　文化学習協同ネットワーク

41 東京 新宿区 新宿区 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

42 東京 世田谷区 世田谷区 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

43 東京 板橋区 板橋区 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター

44 東京 練馬区 練馬区 特定非営利活動法人　文化学習協同ネットワーク ○
45 東京 多摩地域南部 調布市 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット ○
46 東京 八王子市 八王子市 学校法人　国際学園 ○
47 東京 多摩地域西部 福生市 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター ○
48 神奈川 横浜市（南西部を除く） 横浜市西区 特定非営利活動法人　ユースポート横濱

49 神奈川 相模原市 相模原市緑区 特定非営利活動法人　文化学習協同ネットワーク

平成２５年度地域若者サポートステーション事業　選定団体等一覧

№
都道
府県

実施地域 実施団体名称
新規実施団体

（38か所）
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設置予定市区町村

（全１４９カ所：平成２５年３月２２日現在）
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50 神奈川 横浜市南西部及び湘南地域 鎌倉市 株式会社　K２インターナショナルジャパン

51 神奈川 川崎市 川崎市高津区 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット

52 神奈川 県西部地域 小田原市 特定非営利活動法人　子どもと生活文化協会

53 新潟 三条・魚沼・柏崎地域 三条市 ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟

54 新潟 新潟地域 新潟市中央区 企業組合　労協センター事業団

55 新潟 村上地域 村上市 企業組合　労協センター事業団 ○
56 新潟 長岡地域 長岡市 ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 ○
57 新潟 上越地域 上越市 公益財団法人　新潟県雇用環境整備財団 ○
58 富山 県全域（高岡市・新川地域を除く） 富山市 財団法人　富山勤労総合福祉センター

59 富山 高岡市 高岡市 特定非営利活動法人　北陸青少年自立援助センター

60 富山 新川地域 黒部市 特定非営利活動法人　教育研究所 ○
61 石川 県全域 金沢市 石川県人材育成推進機構

62 福井 県全域 福井市 特定非営利活動法人　福井県セルプ振興センター

63 山梨 国中地域 甲府市 公益財団法人 山梨県青少年協会

64 山梨 郡内地域 富士吉田市 有限会社　アドラック ○
65 長野 中信地域（諏訪地域を含む） 塩尻市 特定非営利活動法人　ジョイフル

66 長野 北信地域 長野市 企業組合　労協ながの

67 長野 東信地域 上田市 認定特定非営利活動法人　侍学園　スクオーラ・今人

68 岐阜 県全域 岐阜市 特定非営利活動法人　ICDSキャリア・デザイン・サポーターズ

69 静岡 静岡地域 静岡市清水区 特定非営利活動法人　青少年就労支援ネットワーク静岡

70 静岡 東部地域 三島市 特定非営利活動法人　リベラヒューマンサポート

71 静岡 浜松地域 浜松市中区 特定非営利活動法人　遠州精神保健福祉をすすめる市民の会

72 静岡 小笠地域 掛川市 特定非営利活動法人　青少年就労支援ネットワーク静岡 ○
73 愛知 名古屋市 名古屋市北区 特定非営利活動法人　ICDSキャリア・デザイン・サポーターズ

74 愛知 蒲郡市、豊川市、田原市、幸田町 蒲郡市 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター　北斗寮

75 愛知 安城市、岡崎市、豊田市、刈谷市、西尾市、碧南市、高浜
市、知立市、みよし市

安城市 特定非営利活動法人　育て上げネット中部虹の会

76 愛知 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東
浦町、南知多町、美浜町、武豊町

半田市 特定非営利活動法人　エンド・ゴール

77 愛知 豊橋市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村 豊橋市 特定非営利活動法人　いまから

78 愛知 一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑
町

一宮市 特定非営利活動法人　エンド・ゴール

79 愛知 春日井市、小牧市 春日井市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ ○
80 三重 中勢・東紀州地域 津市 財団法人 三重県労働福祉協会

81 三重 伊勢志摩地域 伊勢市 特定非営利活動法人　いせコンビニネット

82 三重 伊賀地域 伊賀市 社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会

83 三重 北勢地域 四日市市 特定非営利活動法人　市民社会研究所

84 滋賀 滋賀県全域（大津市を除く） 草津市 滋賀県中小企業家同友会

85 滋賀 大津市 大津市 滋賀県中小企業家同友会 ○
86 京都 京都市及びその近郊 京都市中京区 公益財団法人　京都市ユースサービス協会

87 京都 中丹・丹後地域 綾部市 特定非営利活動法人　あやべ福祉フロンティア

88 京都 南部地域 宇治市 特定非営利活動法人　まごころ

89 京都 中部地域 亀岡市 特定非営利活動法人　森と農園のあるくらし ○

90 大阪
大阪市、高槻市、茨木市、南大阪地域、東大阪市、八尾
市、枚方市、富田林市、大阪狭山市、豊中市を除く大阪府
全域

大阪市中央区 財団法人 大阪労働協会

91 大阪 北大阪地域 高槻市 特定非営利活動法人　フェルマータ

92 大阪 南大阪地域 泉佐野市 特定非営利活動法人　おおさか若者就労支援機構

93 大阪 大阪市域 大阪市東淀川区 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット

94 大阪 中河内地域 東大阪市 社会福祉法人　つむぎ福祉会

95 大阪 枚方市域 枚方市 特定非営利活動法人　ホース・フレンズ事務局

96 大阪 南河内地域 富田林市 特定非営利活動法人　子ども・若もの支援ネットワークおおさか ○
97 大阪 豊中市域 豊中市 一般社団法人　キャリアブリッジ ○
98 兵庫 神戸地域 神戸市中央区 特定非営利活動法人 こうべユースネット

99 兵庫 中播磨・西播磨地域 姫路市 特定非営利活動法人　コムサロン２１

100 兵庫 阪神北（三田市、猪名川町のみ）・北播磨（三木市、加東市
のみ）・丹波地域

三田市 特定非営利活動法人 こうべユースネット

101 兵庫 但馬地域および京都府京丹後市 豊岡市 企業組合　労協センター事業団

102 兵庫 阪神北地域（宝塚市、伊丹市のみ） 宝塚市 特定非営利活動法人　宝塚NPOセンター ○
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103 兵庫 阪神南地域 西宮市 特定非営利活動法人 こうべユースネット ○
104 兵庫 東播磨（加古川市、高砂市除く）地域・淡路地域 明石市 特定非営利活動法人 こうべユースネット ○
105 奈良 北和地域 奈良市 奈良県中小企業団体中央会

106 奈良 中南和地域 桜井市 株式会社　やまと

107 和歌山 県北部地域 和歌山市 特定非営利活動法人　キャリア・ファシリテーター協会

108 和歌山 県南部地域 田辺市 特定非営利活動法人 ハートツリー

109 鳥取 東部地域及び中部地域 鳥取市 社会福祉法人　鳥取こども学園

110 鳥取 西部地域 米子市 社会福祉法人　鳥取こども学園 ○
111 島根 県東部地域（隠岐地域を含む） 松江市 特定非営利活動法人　ユースネットしまね

112 島根 県西部地域 浜田市 特定非営利活動法人　ユースネットしまね

113 岡山 備前地域 岡山市北区 特定非営利活動法人　リスタート

114 岡山 備中地域 倉敷市 特定非営利活動法人　リスタート ○
115 岡山 美作地域 津山市 特定非営利活動法人　リスタート ○
116 広島 県全域 広島市中区 特定非営利活動法人　キャリアネット広島

117 山口 防府市を中心とする県央部 防府市 特定非営利活動法人　コミュニティ友志会

118 山口 周南市を中心とする県東部 周南市 一般社団法人　山口県労働者福祉協議会

119 山口 宇部市を中心とする県西部（下関市を除く） 宇部市 特定非営利活動法人　ライフワーク支援機構

120 山口 下関市 下関市 特定非営利活動法人　ライフワーク支援機構 ○
121 徳島 東部・中部・南部地域 徳島市 社団法人 徳島県労働者福祉協議会

122 徳島 西部地域 阿波市 社団法人 徳島県労働者福祉協議会

123 香川 東部地域 高松市 株式会社 穴吹カレッジサービス

124 香川 西部地域 丸亀市 特定非営利活動法人　さぬき自立支援ネットワーク

125 愛媛 中予地域・南予地域 松山市 イヨテツケーターサービス株式会社

126 愛媛 東予地域 新居浜市 イヨテツケーターサービス株式会社

127 高知 県中部 高知市 社会福祉法人　高知県社会福祉協議会

128 高知 県全域（高知市を除く） 幡多郡黒潮町 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター

129 福岡 北九州地域・筑豊地域 北九州市小倉北区 学校法人　麻生塾

130 福岡 福岡地域・筑後地域 福岡市中央区 特定非営利活動法人　JACFA ○
131 佐賀 東部地域 佐賀市 特定非営利活動法人 NPOスチューデント・サポート・フェイス

132 佐賀 西部地域 武雄市 特定非営利活動法人 NPOスチューデント・サポート・フェイス ○
133 長崎 県南地域 長崎市 一般社団法人　若者自立支援長崎ネットワーク

134 長崎 県北地域 佐世保市 一般社団法人　若者自立支援長崎ネットワーク

135 長崎 五島地域 五島市 一般社団法人　若者自立支援長崎ネットワーク ○
136 熊本 熊本市・阿蘇地域・上益城地域 熊本市東区 特定非営利活動法人　おーさぁ

137 熊本 玉名地域・鹿本地域・菊池地域 玉名市 学校法人　松本学園

138 熊本 宇城地域・八代地域・芦北地域・天草地域 宇城市 NPO法人　夢・さぽーと

139 熊本 球磨地域 人吉市 特定非営利活動法人　くまもと学習支援ネットワーク ○
140 大分 県全域（南部地域を除く） 大分市 ＮＰＯ法人　ダーＷＩＮのたまご

141 大分 南部地域 佐伯市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ ○
142 宮崎 県南地域 宮崎市 株式会社　九州コミュニティーカレッジ

143 宮崎 県北地域 延岡市 特定非営利活動法人　フロンティア会 ○
144 鹿児島 西部地域 鹿児島市 特定非営利活動法人　かごしま青少年自立センター

145 鹿児島 奄美群島 奄美市 特定非営利活動法人奄美青少年支援センター「ゆずり葉の郷」

146 鹿児島 東部地域 霧島市 特定非営利活動法人　かごしま青少年自立センター ○
147 沖縄 中部地域 沖縄市 社団法人　日本青少年育成協会

148 沖縄 南部地域 那覇市 特定非営利活動法人　なはまちづくりネット

149 沖縄 北部地域 名護市 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ
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若者自立支援中央センター（全国１か所） 
 サポステスタッフ研修、情報交換会、業務指導、情報収集・提供 等 

誘
導
（
リ
フ
ァ
ー
）
 

就
職
等
進
路
決
定 

 
 

○サポステ相談支援事業  
 

  ・キャリア・コンサルタント等による職業的自立に向けた専門的相談を実施 

 ・各種就職支援プログラム（職場体験等）を実施 

 ・各種セミナー等を通じた啓発、他の若者支援機関に誘導（リファー） 

 

○サポステ・学校連携推進事業 
 

 ・在学生に対するアウトリーチ（訪問支援） 

 ・サポステと学校等との中退者情報の共有による中退者支援の強化 

 ・不登校期間が長期に及ぶ者等に対する学び直し支援 

 

 

 

 

 

 

地 域 若 者 サ ポ ー ト ス テ ー シ ョ ン （ 1 6 0 か 所 予 定 ）  

ジョブ・カフェ 職業訓練機関 
子ども・若者 

総合相談センター 

引きこもり 

地域支援センター 
公民館 

連携 学 校 

連携推進リーダー 

支援が必要な 

在学生等 訪問支援員 

学校等への訪問支援 

（ニート化未然防止） 

情報管理担当員 

臨床心理士 

（訪問支援担当） 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等 

訪問支援員 支援が必要な中退者等 

学び直し支援員 

総括コーディネーター キャリア･コンサルタント 

誘導 
（リファー） 

○若年無業者等集中訓練プログラム事業 
 合宿形式を含む生活面等のサポートと職場実 
 習の訓練を集中的に実施。 
 ・職場実習（OJT訓練）による基礎的能力の付与 
 ・基礎的資格の取得支援 
 ・就職活動の基礎知識等の獲得 

受講生1人

当たり最大
月10万円の
奨励金支給 

（参考）平成25年度の地域若者サポートステーション事業 

サポステ相談支援事業 
（116か所） 

高校中退者等アウトリーチ事業 
（65か所） 

生活支援等継続支援事業 
（20か所） 

サポステ相談支援事業 
（160か所予定） 

サポステ・学校連携推進事業 
（160か所予定） 

若年無業者等集中訓練プログラム
事業（一部実施予定） 

平成24年度 平成25年度 平成25年度サポステ事業に係る 

前年度事業との相関図 

生活支援 


