
プロジェクト概要と、ITスキル講習導入のご案内

若者UPプロジェクト事務局

日本マイクロソフト社会貢献事業

ITを活用した若者支援プロジェクト

｢若者UPプロジェクト｣について



目的・目標

目的
◦ ITスキル講習の機会提供を通じて、困難を抱える子ども・若者をエンパワメントする

◦ 若者＝中学生以上、39歳以下

◦ 困難＝社会的困難はもちろん、現代社会においてPC技能が未習得であることも一つの「困難」と考えます

2014年度の目標（KPI）
◦ ITスキル講習の受講機会提供：全国でのべ8,000人

◦ 受講者のうち就職等希望者の30%以上が、受講修了後3ヶ月以内に進路決定

◦ 進路決定＝1か月以上の雇用か職業訓練への参加または進学

実施期間
◦ 2014年4月から2015年3月末まで



内容

困難（※前ページ参照）を抱える子ども・若者にITスキル講習を実施
◦ NPO等がもともと実施している支援サービスにITスキル講習を上乗せすることで、
子ども・若者の可能性を高める取り組みです

主に相談支援 相談支援

ITスキル講習

39.6%が
進路決定

45.5%が
進路決定

個別相談等の支援サービス
だけの提供と比べて、
+5.9%の効果

もともとの支援サービスに
ITスキル講習を上乗せ
（若者UPプロジェクト）

若者UPプロジェクト（2010年度）第三者評価より
2011年9月／株式会社 公共経営・社会戦略研究所



実施体制

日本マイクロソフト

プロジェクトの主催

NPO等

ITスキル講習の実施主体

プロジェクト事務局
（NPO法人育て上げネット）

プロジェクト運営の実務主体

ソフトウェア
ITスキル講習テキスト
講師養成研修
プロジェクト管理ノウハウ

支援ニーズの共有
研修参加など

情報共有、連携

IT講習実施ノウハウの提供
支援ノウハウの提供
その他、課題解決のサポート

子ども・若者

ITスキル講習の実施
支援サービスの提供

プロジェクト遂行の
課題解決のための連携

ニーズや実施主体不在の地域については
自治体やパートナー企業様との連携のうえで、
直接支援を実施する場合も。

自治体・公共機関
パートナー企業

支援政策との連携
企業連携体制の構築

支援施策の実施
能力開発・雇用機会の提供

自治体・公共機関との折衝や
パートナー企業様との実務面について
事務局が主体となる場合も。

サポートオフィス
（全国4か所）

エリアごとに参画団体をサポート

情報共有



カリキュラム

Word基礎（2013版）

Excel基礎（2013版）

PowerPoint基礎（2013版）

ACCESS（2013版）

WebMatrixとWordPressを活用したホームページ制作

PC入門（Win8入門、タッチタイピング、マウス操作）

Excel活用（複合グラフ、関数活用、ピボットテーブルなど）

※内容詳細はテキストをご覧ください
※実施する講座は支援対象者のニーズに応じて自由に組み合わせが可能です
※各テキストには標準実施時間がありますが、対象に合わせて変更可能です



これまでに、のべ1万人以上の若者が受講。
投入費用の約5倍の社会便益を生んでいる。

2010年度
（首都圏5団体）

2011年度
（全国25団体）

2012年度
（全国22団体）

2013年度
（全国28団体）

のべ受益者数 1,527人 6,011人 4,653人 目標6,000名

就職等進路決定率 45.7% 54.3% 42.5% 目標30%以上

SROI（※）
社会的投資収益率

5.60倍
社会的投資収益率

4.87倍
評価未実施 評価中

これまでの実績

※SROI（ Social Return on Investment ）
社会的投資収益率＝貨幣価値換算された社会的価値÷投入された費用として算出。
投資額の何倍の社会的便益・価値を生むことになったかを捉えることができる。



導入事例

就労支援での導入
◦ 基本的なITスキルの習得が自信になり、応募行動が促進された（応募先はIT業界に限らず）

◦ ITスキル講習の開催が、これまでリーチできていなかった対象者の誘導にもつながり
集客力がアップした

居場所等での導入
◦ 居場所のメニューの一つとして導入し、通所練習の目的として活用

◦ 結果として身についたITスキルが自信となり、自己肯定感の向上につながった

学習支援、児童養護施設等での導入
◦ 教科学習の支援とは別の特別授業として実施

◦ 習得したスキルを活用して発表資料を作成し、子どもたちが寄付者に感謝を伝えるなどまで

※どのような現場であるかにかかわらず、
「これまで“誰か”に依存していたIT講習だが、体系的に教えられるようになった」
というお声は、過去の参画団体さまから多数いただいています。



二つの参画方法

Aタイプ：申請時に設定した目標の達成に責任をもって参画いただく形

Bタイプ：まずは既存の支援にITスキル講習を導入してみる形

◦ それぞれのタイプによって
「プロジェクトから提供されること」などが異なります（詳細、次ページ）

◦ ITスキル講習を導入したい「現場」があり、「人」「もの（PC等）」「場所」が確保できそうであれば
Aタイプがオススメです

◦ 単発でITスキル講習を実施して効果を確かめてみたい場合にはBタイプがオススメです



AタイプとBタイプの違い

Aタイプ Bタイプ

所定テキストの無償提供 あり あり

Windows／Officeの無償提供 あり あり

大口寄贈があった場合のハードウェア（PC）の分配 あり なし

事務局からのPCの貸出 あり あり（ただしAタイプが優先）

プロジェクト指定のMTG参加と、その際の旅費補助
※旅費補助には対象人数等の条件があります

必須／補助あり 任意／補助なし

受講者数の目標設定 あり なし

プロジェクトによる広報支援（ポータル掲載など） あり なし

サポートオフィスによる支援
継続団体：希望があれば受けられる
新規団体：必ず相談しながら進める

必ず相談しながら進める

独自研修や、地域イベント開催等への資金援助
あり

※サポートオフィスとの相談必須
なし



参画いただくことでご提供できること

A・Bタイプとも、以下をプロジェクトから無償提供いたします

◦ Windows 8.1（Pro）、Office2013（ProPlus）

◦ 本プロジェクトにおいては、旧バージョンのWindowsやOfficeの使用は認められません

◦ また、PC本体は各団体にてご用意いただくことが前提です（一時的には一定台数の貸し出しも可能です）

◦ ITスキル講習用の所定テキスト

◦ 所定テキスト以外を使用したい場合や、所定テキストの内容をアレンジしたい場合などは事務局にご相談ください

Aタイプは以下の提供もいたします

◦ 全体研修参加のための旅費補助

◦ どの地域から参加いただいても自己負担額が同一となるよう補助をいたします

◦ 決まった予算を割り振りするため絶対ではありませんが、これまでは全額補助（自己負担ゼロ）で対応できています

◦ 「日本マイクロソフト協働事業」のチラシ等への記載

◦ プロジェクトロゴのほか、日本マイクロソフトとの協働事業であることを記載いただけるようになることで、
団体や支援拠点のブランド向上につながります



参画いただくことで発生する業務

以下の業務が発生しますので、ご承知おきください。

◦ プロジェクト全体会議への参加（Aタイプのみ）

◦ ITスキル講習開催の準備（PC調達、セットアップ、会場環境づくりなど）

◦ 対象者への広報周知活動（チラシ作成、配布など）、申込受付

◦ 講師担当者は、講座準備（予習、必要に応じて補助教材の準備など）

◦ ITスキル講習当日の運営

◦ 受講者からのアンケート回収、回収したアンケートの入力と提出（1開催ごと／詳細、次ページ）

◦ 受講者数等のデータ提出（1開催ごと／詳細、次ページ）

◦ 受講修了者の進路決定状況の3ヶ月後のモニタリングと結果報告（詳細、次ページ）

◦ 調査チームからの依頼への対応（団体や担当者むけアンケートや事例ヒアリングなど）

◦ 必要に応じて日本マイクロソフトやプロジェクト事務局、サポートオフィスとの個別MTG

◦ その他、プロジェクト運営に必要となる情報提供など



アンケート等の実施・回収と提出サイクル

実施・回収の場面や時期 実施・回収いたくもの 備考

講座初回 エントリーシート 複数の講座を受ける場合は最初の講座の初回のみ。

講座最終回 フィードバックシート 各講座の最終回で実施・回収。

受講修了から３か月後 近況報告シート 連続講座を受けている場合は最後の講座の修了から３か月後の状況を確認。

提出時期 提出いただくデータ 備考

各講座修了後、随時 受講者数データ 随時が難しい場合は翌月15日までに、前月分をまとめて提出でも可。

翌月15日
エントリーシート

フィードバックシート
集計データ

受講者から回収したものを所定フォームに入力して提出。

4か月後の15日
近況報告シート
集計データ

4月の受講修了者であれば、7月中に状況確認し、8月15日までに提出。

受講者から回収していただくもの

実施団体から事務局にご提出いただくもの



データ等の管理のために

データ整理のポイント

◦ 受講者一人ひとりに固有の受講者番号を割り当ててください

◦ エントリーシートとフィードバックシート、近況報告シートは受講者番号で関連づけて分析します

◦ 実数管理も可能な受講者名簿の管理をお願いします

◦ 例えば以下のような形で情報を整理しておいていただけると助かります

受講者番号 講習① 講習② 進路決定状況 進路内容

001 4月修了 5月修了 8月確認：決定 アルバイト

002 4月修了 － 7月確認：未決定

003 5月修了 7月修了
8月確認：未決定

11月に再確認

004 － 6月修了 10月確認：決定 職業訓練



その他、実施条件など

本プロジェクト名称でITスキル講習を実施する場合の条件です。

◦ 受講者からの費用徴収は基本的にNG
◦ プロジェクトから提供するテキスト以外の教材について実費徴収することはOKです

◦ 継続的な取り組みとするための資金調達についてはサポートオフィスとご相談ください

◦ 他の委託事業や助成事業の仕様が本プロジェクトの組み込みが可能な場合には積極的に組み込んで下さい
（本プロジェクト側には、「＊＊と重ねて実施してはいけない」という縛りはありません）

◦ 所定テキストまたは認定教材の利用
◦ 補助教材としては何を利用していただいても問題ありません

◦ 所定テキスト以外を主教材として使用したい場合や、所定テキストをアレンジしたい場合などは事前に
事務局に相談ください

◦ 最新版のWindowsとOfficeの利用
◦ 2014年度は、Windows8（または8.1）、Office2013でITスキル講習を実施していただきます



スケジュールについて

2014年3月 参加申込受付：3月●日（●）いっぱいで〆切

2014年4月 運営管理者研修：4/11（金）13時半～17時半（大阪）
※Aタイプは参加必須です。

各団体より最低1名は参加いただけるよう、予定確保をお願いいたします。

2014年10月 中間全体研修
※Aタイプは参加必須です。各団体より最低1名は参加ください。
※具体的な開催日時は1ヶ月ほど前にご案内させていただきます。

新年度に入ってからも新規参加申込を受け付ける予定があります。

今回の申し込みに間に合わない場合には、次の募集をお待ちください。



申込条件と方法について

申込条件
◦ 子ども・若者支援に取り組む公益法人であること（営利法人様からの応募は受け付けできません）

◦ 前ページまでの内容について理解し、参画申込について団体内で合意形成されていること

◦ 特にAタイプについては設定した目標の達成に責任をもって取り組めること

◦ 規模の大小を問わず、2015年度以降もITスキル講習を継続する意思があること

◦ 基本的に自団体でITスキル講習用のパソコンが用意できること（最新版のWindowsとOfficeが動くもの）

申込方法
◦ 所定様式に必要事項を入力のうえ、3/25（火）中にプロジェクト事務局宛にお送りください

◦ 若者UPプロジェクト事務局：ms@sodateage.net

◦ 申込希望ながら期日に間に合いそうにない場合には、上記宛ご一報ください

◦ 申込内容の妥当姓等についての審査がありますので、記載いただいた目標を見直していただく場合や、
ご参加いただくことを見送りさせていただく場合があります

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい！

mailto:ms@sodateage.net

