名古屋市北区

ICDSキャリア・デザイン・サポーターズ

構成人員

ニートの若者が自分の強みを活かして働けるよう支援

職員34人
ボランティア0人
会員281

●活動内容
若者の職業的自立を支援する就労訓練施設を4ヶ所運営。資格取得のための
学習や労働体験、ボランティア活動などを通じ、働く自信と意欲が見つけられる
よう支援する。南知多町の『キャリア・ビレッジ』は合宿型の施設で、3〜6ヶ月間
を共に過ごし、生活リズム改善にも取り組む。名古屋市北区の『なごや若者サ
ポートステーション』など、
その他の施設は通所型。各施設では就職や将来に関
する相談にも応じている。

●活動の背景、活動への思い
「引きこもり」
「ニート」が社会問題化する中、将来を担う若者の就業意識、能力
開発への意識啓発の必要を感じ、
その支援を行うため設立。引きこもり・ニート
状態となる原因は本人の性格や家庭の事情などさまざまであるが、
「労働体験・
ボランティア活動を通して社会とふれあい、
自分自身のよい点・悪い点を見つめ
直すことで道が開ける」と同団体。
「各々がもつ強みを発見し、彼らがそれを活か
して社会で生きていけるよう今後も支援を続けたい」と語る。

概要

●法人認証年月日／ 2005年5月24日
●主な 活 動 分 野／ 職業能力・雇用機会
●従たる活動分野／ まちづくり、子どもの健全育成

募 集 中 ！
本人・家族からの面談を受け付けている。いず
れの利用施設でも面談可能だが予約制となっ
ているので、詳しくは問い合わせを。キャリア・コ
ンサルタントや臨床心理士が面談にあたる。ま
た『なごや若者サポートステーション』では個別
支援を実施中。その他、説明会やセミナーも随
時開催しているので、ぜひ参加を。

連絡先
〒462-0845 名古屋市北区柳原3-6-8
TEL
FAX
E-mail
URL

052-700-2396 火〜土 9:00〜18:00
052-700-2388
info@icds.jp
http://npo.icds.jp/

名古屋市北区

愛知県就労支援事業者機構

構成人員

犯罪前歴者への就労支援で安全な社会を目指す

職員1人
ボランティア1人
会員140

●活動内容
「再犯のない安全な社会づくり」を目的として、犯罪前歴者などの雇用を通じて
その改善更生を支援する、雇用協力事業者への助成・支援を行っている。主な
活動内容は次の通り。1.雇用協力事業者が犯罪前歴者を雇用した場合、雇用
奨励金を支給。2.雇用協力事業者の発掘。3.職場体験講習、就労セミナーなど
雇用協力事業者に対する研修の実施。4.雇用協力事業者が犯罪前歴者を雇
用する際の身元保証制度のあっせん。

●活動の背景、活動への思い
刑務所からの釈放者の再犯率は高く、特に無職者の再犯率が高いことから、再
犯防止には犯罪前歴者の就労支援が必要とされている。この課題に関する法
務省と厚生労働省の施策を受け、発足されたNPO『全国就労支援事業者機構』
の全国ネットワーク団体として設立。
「犯罪・非行を防止し、安全な社会にするに
は犯罪前歴者の社会的受け皿を作ること、
そのためには彼らの雇用が必要。社
会貢献のひとつとして雇用支援にご協力を」と担当職員は語る。

概要

●法人認証年月日／ 2010年2月26日
●主な 活 動 分 野／ 職業能力・雇用機会
●従たる活動分野／ 社会教育、地域安全

募 集 中 ！
犯罪前歴者を雇用し、立ち直りを支援する雇用
協力事業者を募集している。
「いろんな業種の
事業者にご協力をお願いしたい」と担当職員。
雇用にあたっての疑問や不安の相談にも応じて
いるので、関心のある事業者はぜひ連絡を。また、
会員として運営を支援してくれる企業、市民も募
集中（個人会員の場合、
会費は一口1,000円から）。

連絡先
〒462-0845 名古屋市北区柳原1-14-22
チケンビル301
TEL
FAX
E-mail
URL

052-938-3910 平日 9:00〜17:00
052-938-3909
−
−

名古屋市中村区

ささえあい

構成人員

就労支援を通じて、ささえあう社会を創造していく

職員2人
ボランティア5人
会員147

●活動内容
社会問題の解決を目指し、社会に貢献したい団体に対して、規模・能力に応じ
た取り組みを提案している。内容は高齢者や障害者の就労支援が中心。その
取り組みのひとつ『1円運動』は、
さまざまな事情で家から出て働くことができない
人に名刺作成の仕事を提供し、
1枚につき1円の寄付つき名刺として販売するもの。
支援対象者には、
コミュニケーションなど就労に必要な基礎能力や名刺作成方
法の研修を実施し、就労をサポートしている。

●活動の背景、活動への思い
長く働いてきた人が高齢となり退職すると、仕事という生きがいを失くして体調を
崩すことが多い。そうならないよう退職後の活動・就労機会を提供したいと考え、
団体を設立。
「例えば元オーナー経営者なら、
それまでの経験や知識、人脈を活
かして中小企業や若い世代の育成に貢献できる。我々の就労支援活動を通じて、
それぞれ自分にできることで役に立つ働き方をすること、つまり『ささえあい』の大
切さを伝えていきたい」と事務局長は語る。

概要

●法人認証年月日／ 2009年11月13日
●主な 活 動 分 野／ 職業能力・雇用機会
●従たる活動分野／ −

募 集 中 ！
募集内容は以下の通り。1.運営を手伝ってくれ
るボランティアの事務スタッフ。2.就労支援を
希望する人。3.賛助会員。詳しくは問い合わせを。

連絡先
〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-2-4
GS名駅ビル2F
TEL
FAX
E-mail
URL

052-414-4032 平日 9:00〜18:00
052-414-4032
info@sasaeai.jp
http://www.sasaeai.jp/index.php

名古屋市東区

さわやかライフ・あいちの会

構成人員
職員6人
ボランティア2人
会員14

就労困難な人たちと仕事をつなぐ
●活動内容
就職が困難な人や、
これから就職活動をする人たちへ就職支援を行う団体。
『愛
知ホームレス就業支援事業推進協議会』からの依頼を受け、
自立支援センター
入所者に清掃や交通誘導などの職場体験講習を実施し、長く仕事から離れて
いた人が仕事に復帰しやすいように支援している。また、名古屋高等技術専門
校に『訓練生就職支援サポートステーション』を設置し、就職相談や応募書類
の作成・面接指導、就職先情報の提供などを行っている。

●活動の背景、活動への思い
設立当初は、主に野宿生活者を対象に支援をしてきた。
「新しい生活を始めたい」
「自立への一歩を踏み出したい」という就労意欲のある人々と仕事をつなげたい
との思いで活動を続けてきた。また若者の就職も大変厳しい状況の中、現在『訓
練生就職支援サポートステーション』を国の緊急雇用対策事業の一環として運
営しているが、本来、就労意欲のある若者へのサポートは、緊急対策としてでは
なく常時継続して行うことが大切だと考えている。

概要

●法人認証年月日／ 2008年1月11日
●主な 活 動 分 野／ 職業能力・雇用機会
●従たる活動分野／ 保健・医療・福祉、社会教育

募 集 中 ！
現在、個人会員の募集は行っていないが、
「職
場体験の受け入れなど就職支援にご協力いた
だける法人会員は大歓迎」とのこと。

連絡先
〒461-0001 名古屋市東区泉町2-26-4
TEL
FAX
E-mail
URL

052-911-1132 月〜金
052-911-1132
shiga@catvmics.ne.jp
−

9:00〜17:00

名古屋市南区

シーズ・ラボ

構成人員

主体的な生き方について考える機会を提供

職員3人
ボランティア0人
会員10

●活動内容
市民が自分、他者、成長、仕事、将来などの諸問題について主体的に向き合う
力を身に付け、豊かな人生を送れるようになることを支援する活動を行っている。
現在の活動としては、大学生を対象に「キャリア形成」
「自分と他者とのコミュニ
ケーション」
「就業のこと」
「自分らしく生きる」などのテーマで勉強会を開催。ゆ
くゆくは求職者、高齢者、企業・団体に対しても同様な支援を行い、雇用など就
業機会拡充の支援を目指す。

●活動の背景、活動への思い
人材サービス事業を手がける代表が、就業について企業と学生との考え方に
ギャップがあるなど、求職と雇用の現状に問題を感じたことをきっかけに活動を始
めた。まずは大学生に「生き方」に関して考える機会を提供したいと、勉強会を
開催。
「単なる就活スキル講座ではなく、
これからの社会を担う若い人たちに『生
き方や働くことに関する考え方』を学んでもらい、自分の人生を主体的に捉えら
れる市民の育成を目指していきたい」と代表は語る。

概要

●法人認証年月日／ 2010年5月14日
●主な 活 動 分 野／ 職業能力・雇用機会
●従たる活動分野／ 社会教育、経済活動

募 集 中 ！
毎月行っている定例勉強会への参加者を募集
している。
「難しい勉強会ではないので、頭をマッ
サージする気持ちで参加してほしい。
『人生で
面白いことがない』
『自分はこのままでいい』な
ど閉塞感を感じている人にぜひ来てほしい」と
代表。開催日時など詳しくはホームページを参照。

連絡先
〒457-0071 名古屋市南区千竈通4-33-1
TEL
FAX
E-mail
URL

052-823-3800 平日 8:00〜17:00
052-823-1117
seedslabo@yahoo.co.jp
http://ameblo.jp/seedslabo

名古屋市中区

何でも相談 きいてネット

構成人員

雇用と経営の「何でも相談」に応じる士業ネットワーク

職員2人
ボランティア0人
会員91

●活動内容
社会保険労務士、
キャリアカウンセラー、税理士、中小企業診断士、
ファイナン
シャルプランナー、行政書士、司法書士などが、起業・創立、労務管理、資金繰り、
解雇、年金などの幅広い相談に応じ、開業や経営を支援している。また、公共の
職業訓練を受託し、社会保険労務士などを育成。その８割が開業・就職につな
がるなど、雇用創出にも貢献する。その他、企業の社員教育に携わり、
マナー教
育や社会保険の基礎知識などの講習も請け負う。

●活動の背景、活動への思い
「士業」といわれる各種資格保有者らがネットワークをつくり、互いの自立を支え
るために設立。同時に、会社運営に関する「何でも」相談に応じ、健全な企業経
営を支援してきた。また、職業能力の開発にも注力。会社経営と雇用創出を双
方向に支援することで、社会を元気にしたいという思いをもつ。団体自身も健全
に収益を上げ、
できるだけ多くの職員を一般企業と同じ待遇で雇用したいとして
おり、団体の自立と安心して働ける職場づくりを目指している。

概要

●法人認証年月日／ 2006年2月24日
●主な 活 動 分 野／ 職業能力・雇用機会
●従たる活動分野／ 社会教育、経済活動

募 集 中 ！
職業訓練・職能開発を通して、
よりよい就職活
動や独立開業の支援をしており、仕事に就きた
い人や転職を考えている人からの相談を受け
付けている。また、中小企業をはじめ、雇用を考
えている企業からの相談も歓迎とのこと。求職
者と雇用者の双方向を最適な形で橋渡しして
くれるはず。

連絡先
〒460-0008 名古屋市中区栄4-3-26 昭和ビル3F
TEL
FAX
E-mail
URL

052-228-0681 月〜土 9:00〜18:00
052-228-0670
kiitenet21@salsa.ocn.ne.jp
http://www.kiitenet.com/

