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平成２９年度 東京都ひきこもり等の若者支援プログラム普及・定着事業 

研究事業企画募集要項 

 

１ 東京都ひきこもり等の若者支援プログラム普及・定着事業の目的 

本事業は、ひきこもり等の状態にある若者及びその家族への支援を実施している又は実施

する予定のある特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人その他の公益的事業を実施す

る営利を目的としない法人に対し、ひきこもり等の若者支援プログラム（以下「支援プログ

ラム」という。）の普及・定着を促進し、支援プログラムによる支援を適正かつ継続的に実施

できる支援団体の育成・増加を図ることにより、ひきこもり等の状態にある若者が、安心し

て支援を受けられる社会的基盤を整備することを目的とします。 

 

２ 用語の定義 

  本要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとします。 

(1) 「ひきこもり等の状態にある若者」とは、様々な要因によって社会的な参加の場面が狭

まり、就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われた状態等にある義

務教育終了後の１５歳から概ね３４歳までの者で、東京都内（以下「都内」という。）に住

所を有する者をいいます。 

(2) 「支援団体」とは、ひきこもり等の状態にある若者及びその家族への支援を実施してい

る又は実施する予定のある特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人その他の公益的

事業を実施する営利を目的としない法人をいいます。 

(3) 「支援事業」とは、ひきこもり等の状態にある若者及びその家族への支援を支援プログ

ラムに沿って実施する事業をいいます。 

(4) 「研究事業」とは、東京都ひきこもり等の若者支援プログラム事業登録制度（以下「登

録制度」という。）へ登録することを目的に支援団体が一定期間取り組む、都が選定した

支援事業をいいます。 

(5) 「研究団体」とは、研究事業の実施を通じて、支援プログラムによる支援を適正かつ継

続的に実施する体制の確立を図る支援団体をいいます。 

(6) 「登録事業」とは、登録制度に登録した支援事業をいいます。 

(7) 「登録団体」とは、適正かつ継続的に登録事業を実施する支援団体をいいます。 

 

３ 研究事業募集の概要 

 (1) 都内に活動拠点がある又は活動拠点を開設する予定のある支援団体から、支援事業の企

画を募集し、審査により研究事業を選定します。 

(2) 選定後から登録までの流れ 

① 研究団体は、１年間の研究期間に、研究事業の実施を通じて支援プログラムによる支

援を適正かつ継続的に実施する体制の確立を図ります。 

② 都が定める基準日まで研究事業を実施した後、研究団体は自らが実施する支援事業に

ついて、登録制度への登録を申請します。 

③ 当該研究団体において体制が確立されたと東京都（以下「都」という。）が評価した

場合、申請された支援事業を登録制度に登録します。申請を行った研究団体は、登録団

体として登録事業を実施します。 

 ４ 募集する支援事業の企画 

(1) 支援事業の内容 

別紙２の２「ひきこもり等の若者支援プログラム」に示されている３つの支援プログラ
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ムに沿った支援事業とします。なお、１年間の研究期間終了後に登録する時点で、別紙２

の３「東京都ひきこもり等の若者支援プログラム実施規定」（以下「実施規定」という。）

に規定する事項を満たし、かつ別紙２の４「東京都ひきこもり等の若者支援プログラム事

業登録評価基準」（以下「登録評価基準」という。）に達していることが必要です。 

  (2) 事業の実施期間 

   平成２９年４月１日（土曜日）から平成３０年３月３１日（土曜日）まで 

 (3) 事業の対象者 

   支援事業の対象者（以下「対象者」という。）は、都内に住所を有するひきこもり等の状

態にある若者及びその家族とします。 

 (4) 企画に当たっての留意点 

① 各支援プログラムは、実施すべき取組に関する「枠組み」を示したものであり、具体

的な支援内容は、各団体の自主性や創意工夫により企画するものとします。 

② 支援プログラムは計３種類です。この中から、実施する支援プログラムを選択して支

援事業の企画を行います。 

１つの団体で応募できる支援プログラムは１種類とします。 

応募する支援プログラムの選定及び支援事業の企画・実施に当たっては、次の点にご

留意ください。 

   ア 支援プログラム【№１】「訪問相談・支援」を実施する場合、自らが運営する相談窓

口を都内に確保するものとします。 

イ 支援プログラム【№１】「訪問相談・支援」を実施する場合の支援員の方には、研

究期間中、原則として都が別途定める研修を受講し、修了していただく必要がありま

す。 

ウ 支援プログラム【№２】「自宅以外の居場所の提供」を実施する場合、原則として

週３日以上居場所を開所するものとします。 

  エ 支援プログラム【№２】「自宅以外の居場所の提供」と【№３】「社会参加への準備

支援」を登録事業と研究事業の組み合わせで実施する場合は、それぞれの利用者に適

した支援ができるよう、支援事業を企画してください。 

  ③ 応募した支援事業が研究事業に選定された支援団体は、研究事業を自主事業として、

支援対象者から利用料の支払を受けるなどして実施していただきます。 

 (5) 対象から除外される事業 

次の内容が含まれる事業については、対象から除きます。 

  ① 法令等に違反する事業 

  ② 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある事業 

  ③ 政治活動、宗教活動、選挙活動を目的とする事業 

  ④ 暴力団若しくは暴力団の統制下にある活動を目的とする事業 

⑤ 営利を目的とする事業 

  ⑥ 応募する団体の赤字補填を目的とする事業 

  ⑦ 都や他の団体に対する陳情・要望を目的とする事業 

  ⑧ その他、都が選定・登録することが社会通念上適当でないと考えられる事業 

 

５ 応募資格 

 応募できるのは、次の条件を全て満たす支援団体とします。 

(1) 都内に活動拠点がある又は活動拠点を開設する予定のある支援団体で、支援プログラム

による支援を適正かつ継続的に実施する体制を研究期間内に確立する意思があること。 
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 (2) 応募時点で、法人格を取得してから１年以上の活動実績を有する支援団体であること。 

 (3) 法令等を遵守していること。 

   ① 法令等に違反する事実がないこと。 

   ②  納期の到来している税金の滞納がないこと。 

   ③ 公的機関等との契約における違反がないこと。 

   ④ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体でないこと。 

⑤ 政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的とする団体でないこと。 

   ⑥ 暴力団若しくは暴力団の統制下にある活動を目的とする団体でないこと。 

 (4) ６(6)に規定する東京都ひきこもり等の若者支援プログラム説明会に参加すること。 

 

６ 募集期間・応募方法 

 (1) 募集期間 

   平成２９年２月１０日（金曜日）から平成２９年２月２８日（火曜日）まで 

   (2) 受付時間 

 月曜日から金曜日までの午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

 ※祝日を除く 

 (3) 応募方法 

平成２９年２月２３日（木曜日）午後５時までに、(4)に記載の提出書類の電子デー

タを担当まで電子メールにより送付してください。原本及び写しは、その後持参してい

ただきます。 

※ 電子データのご提出ののち、担当から修正のお願いをする場合がございますので、 

 お早めにご提出ください。電子データの確認が終了次第、ご持参いただく日時を相談 

 するためお電話をいたします。 

※ 郵送・ＦＡＸ等での応募はできません。 

※ 応募状況により、持参する日時を調整させていただく場合があります。 

    ［担当］東京都青少年・治安対策本部総合対策部青少年課若年者対策担当 

       住所 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎北塔３４階 

 電話 ０３－５３８８－２２５７ 

メールアドレス S0000903@section.metro.tokyo.jp 

 (4) 提出書類 

   各１１部（原本１部、写し１０部）を用意願います。 

   ※ ①～③の書類については、別紙２の５「各提出書類の作成要領」を参考に、Ａ４判

縦で作成してください。 

① 応募書（様式１） 

  ② 事業計画書（様式２） 

  ③ 収支予算書（様式３） 

  ④ 補足資料（Ａ４判任意様式） 

    別途、補足資料があれば提出願います。 

支援事業の企画説明（プレゼンテーション）をする際に、パワーポイント等を使用す

る場合は、その内容を印刷したものを補足資料として提出願います。プレゼンテーショ

ンの際は、提出した書類により説明してください（プレゼンテーションの場で、新たな

説明資料を配付・使用することはできません。）。 

  ⑤ 団体についての説明資料 

   ア 任意様式 
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     団体の設立趣旨書、概要書、定款 

※ パンフレット等があれば添付願います。 

   イ 特定非営利活動法人法等に定める様式 

（平成２８年度に所管庁に提出したもの又は提出案の写し） 

 事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、役員名簿及び役員のうち報酬を

受けたことがある者の名簿、社員のうち１０人以上の者の名簿 

※ 特定非営利活動法人以外の支援団体については、同様の内容が確認できる資料

を提出願います。 

      ウ その他 

      法人の登記事項証明書（提出日前３ヶ月以内に発行されたもの） 

      前年度の納税状況のわかるもの 

      【法人都民税（均等割）の免除決定を受けている場合】 

       ・都民税（均等割）免除決定通知書 

      【法人都民税（均等割）の免除決定を受けていない場合】 

       ・法人都民税、法人事業税・特別税 納税（課税）証明書（都税事務所） 

       ・法人税 納税証明書（税務署） 

 

 (5) 留意事項 

① 提出書類は、記入漏れや誤記入、不足等のないように確認願います。原則として、一

度提出された書類の訂正や差し替えはできません。 

② 提出書類は返却しませんので、写しを保管願います。 

③ 提出書類に関して、内容の確認や追加資料の提出等を依頼することがあります。 

  ④ 提出書類に不備等があった場合は、審査の対象としないことがあります。 

⑤ 提出書類の著作権は応募団体に帰属します。ただし、東京都は事業の実施に当たり必

要な場合は、その内容を無償で使用できることとします。 

⑥ 事業の企画に係る経費は、応募団体が負担することとします。 

 (6) 東京都ひきこもり等の若者支援プログラム説明会の開催 

   募集にあたり、支援プログラムの説明、本事業の概要、応募手続き等についての説明会

を開催します。応募される場合は、事前に担当まで電話にてお申し込みの上、必ずご参加

願います（説明会にご参加がない場合、応募できませんのでご注意ください。）。 

※ 会場の都合上、１団体につき２名までの参加とさせていただきます。 

  日  時：【第１回】平成２９年２月 ９日(木曜日）１８時から２０時まで 

       【第２回】平成２９年２月１５日(水曜日）１８時から２０時まで 

  場  所：東京都庁第一本庁舎２５階１０４会議室 (東京都新宿区西新宿二丁目８番１号） 

  申込期限：【第１回】平成２９年２月 ８日(水曜日）１７時まで 

【第２回】平成２９年２月１４日(火曜日）１７時まで 

  担  当：東京都青少年・治安対策本部総合対策部青少年課 

住所 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎北塔３４階 

              電話 ０３－５３８８－２２５７ 

 

７ 審査・選定方法 

 (1) 審査・選定方法 

   別途設置する「東京都ひきこもり等の若者支援プログラム事業選定・評価委員会（以下

「選定・評価委員会」という。）」における審査により、研究事業を選定します。 
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 (2) 訪問調査の実施 

   現在の事業の実施状況及び応募した支援事業の実施体制を確認するため、東京都の職員

が応募団体を訪問し、ヒアリング及び現地調査を実施します（１団体当たり２～３時間程

度）。調査結果は、選定・評価委員会に報告します。 

(3) 支援事業の企画についての説明（プレゼンテーション）の実施 

   応募した団体は、選定・評価委員会において支援事業の企画説明（プレゼンテーション）

を行います。選定・評価委員会では、提出書類、(2)の訪問調査の結果及びプレゼンテー

ションを基に、審査により研究事業を選定します。 

※ プレゼンテーションの際に、パワーポイント等を使用することもできます。ただし、

使用する資料は、事前に提出した書類と同じものとしてください（プレゼンテーション

の場で、新たな説明資料を配布・使用することはできません。）。 

  ※ プレゼンテーションの説明員は２名までとさせていただきます。 

 (4) 選定基準 

   選定・評価委員会では、主に別紙２の６「東京都ひきこもり等の若者支援プログラム普

及・定着事業 研究事業選定基準」により審査し、選定を行います。 

 (5) 留意事項 

   次に掲げる要件のいずれかに該当した場合は、審査の対象から除外します。 

  ① 提出書類に不備や虚偽の記載があった場合 

  ② 本募集要項に違反若しくは著しく逸脱した場合 

  ③ 応募団体が、５「応募資格」の要件を満たさなくなった場合 

  ④ その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為等があった場合 

 (6) その他 

訪問調査を行う前に、選定・評価委員会において書類審査による事前選定を行う場合が

あります。 

 

８ 事業の外部委託の禁止 

  研究事業の全部、又は主たる部分を外部に委託することはできません。 

  企画の応募に当たっては、外部委託を予定している部分について事業計画書に明記してく

ださい。 

 

９ 事業の実施における留意事項 

 (1) 研究団体の責務等 

   選定された研究団体は、次の責務を有します。 

  ア 研究団体として一定の期間（以下「研究期間」という。）研究事業を実施する。研究事

業の実施に当たっては、研究期間終了の時点において、実施規定に規定する実施方法に

沿って、かつ登録評価基準に達した上で支援プログラムによる支援を適正かつ継続的に

実施する体制を確立できるよう、支援技術及び経営能力の向上に努める。 

  イ 都が実施する、支援技術及び経営能力の向上等に資する研修等のサポートメニューを

積極的に活用する。また、支援技術及び経営能力の向上について都が行う助言・指導、

研究事業の実施状況が適切でない場合に都が行う改善指導に適切に対応する。 

  ウ 研究事業を自己の責任において実施するとともに、毎月の事業実施状況及び年度末の

とりまとめ結果を都に報告し、都による実施状況調査に協力する。 

    なお、報告・調査において都から請求があった場合は、支援計画書及び支援記録票の

写しその他の必要な書類を提出する。 
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エ 研究事業の実施に当たっては、支援を実施する施設及び広報用印刷物、ホームページ

等に、別に定める東京都若者社会参加応援事業名称、研究団体ロゴ及びマークを明示し、

支援対象者に本事業の研究団体であることを知らせる。 

  オ 都が開催する連絡会への出席、報告会等での発表、事業説明会への参加を行う。 

   カ アからオまでの他、実施規定及び別に定める「東京都ひきこもり等の若者支援プログ

ラム事業登録制度実施要領」に規定する事項を遵守する。 

(2) 研究期間の継続 

   １年間の研究期間を経て都の評価を受けた結果、登録できなかった場合でも、一定の要

件を満たす場合には、１回に限り研究期間の継続を申請することができます。 

(3) 損害対応等 

研究団体は、自らの責任において研究事業を行うことが求められます。研究事業の実施

に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、研究団体が負担す

るものとします。 

 (4) 苦情等の処理 

   研究事業の実施に伴う苦情等に関しては、研究団体において、責任をもって対応するこ

ととします。 

 (5) 事業全体の広報の実施 

研究団体は都に対し、支援プログラム事業の広報その他サポートメニューの実施に必要

な情報を提供することとします。 

 (6) 検査等の実施 

都は、必要に応じて、研究事業の実施状況等について立入検査を行うことがあります。

また、必要に応じて資料の提出や報告等を求めることがあります。 

 (7) 事業の一時中止 

   都は、必要がある場合は、研究事業を一時中止させることがあります。 

 

10 実施状況の報告・効果検証 

 (1) 実施状況の報告 

   研究事業について、毎月の事業実績を都に報告していただきます。また、年度末には事

業実施内容等を取りまとめた結果を都に報告していただきます。 

 (2) 活動報告会等での発表 

   (1)により都に報告した内容については、都が開催する活動報告会等において発表してい

ただくことや、事業の成果物を提出していただくことがあります。 

 

11 その他 

  研究団体は、支援事業の応募及び実施に当たり本募集要項の内容を遵守することとします。 

 

12 問合せ先 

  東京都 青少年・治安対策本部 総合対策部 青少年課 

   住所 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 都庁第一本庁舎北塔３４階 

   電話 ０３－５３８８－２２５７ 

 

 ※ 本事業は、平成２９年度予算が平成２９年３月３１日までに東京都議会で可決された場

合において、事業内容及び事業経費が確定します。そのため、事業内容が変更又は中止と

なる場合があります。 


