
外国人就労・就学サポート事業 【茨城県】

【地域社会雇用分野】

重点分野雇用創出
事業

事業概要

特定非営利法人
茨城ＮＰＯセンター・コモンズ
（事務所：茨城県水戸市）

４人

県内で最も日系人の多く住む常総市に「茨城県外国人就労・就
学サポートセンター」を設置し，県内在住の求職中の外国人及び
その子どもを対象に就労・就学支援を行う。

委託先
新たな
雇用創出数

【開所時間】月～金 午前１０時～午後７時
土 午前１０時～午後５時

※日曜祝祭日，年末年始は休所日

【就学支援】就学相談への対応，公立学校及びブラジル人
学校等へのスタッフ派遣（日本語指導・家庭訪問等），プレ
スクールやアフタースクールの開催 等

【就労支援】就労相談への対応，市町村窓口へのスタッフ
派遣，就職活動のための日本語や実技など各種講座の開
催，企業等を訪問しての求人開拓，合同面接会 等

事例紹介

約2,803万円（平成22年度）
平成22年4月
（センター開所は6月）事業の開始事業費

業務内容

地域雇用失業情勢
（事業開始時点の有効求人倍率）

茨城県 0.44倍
常総管内 0.33倍

茨城ＮＰＯセンター・コモンズ常務理事
就労・就学サポートセンター長

横田能洋さん

日系ブラジル人の方々の定住化が進む中で経済危機が起き，派遣
会社やブラジル人学校に生活の大部分を依存していた状況が変わり
ました。センターでは，日本人と同じように仕事を探し面接を受け，資
格をとるといった外国人の方々のチャレンジを支援します。また，子ど
もたちが日本の学校で言葉のハンディを越えて力をつけていけるよう
支援します。行政，学校，企業そして多くの地域のひとたちの協力を
得て，共生していける地域環境をつくっていきたいと思います。

茨城県
常総市

茨城県外国人就労・就学サポートセンター

住所：常総市水海道森下町4346-3杉田ビル2階
電話：0297-50-0371



今後の姿と
課題

スタッフの
みなさん

日本人と日系人のスタッフが，外国人からの相談に応
じたり，各種講座等の企画を行っている。

サポートセンタースタッフ

利用者から
の声 就職に役立つ日本語の勉強中

高木 香さん 對木 敏雄さん

地域の方々と連携・協力しながら，言葉の壁を越えて
協力し合えるモデルづくりを目指す。就職のための日
本語や資格取得の支援，学校と保護者の橋渡しなど，
利用者の実状に合わせた支援の積み重ねが重要。

新垣 アンパロさん 小椋 チアゴさん

外国人の方からは，県内各地から，就労・就学に関す
ることや生活相談など，多くの相談が寄せられている。

茨城県に外国人支援のセン
ターが出来たということで，
今後とても心強いです。

日本語の出来るスタッフが常に
いてくれるので助かります。今
後のサポートセンターに期待し
ています 。

これからの日本をつくる子
どもたちのために，日本
語教育はとても大切です。
日本の文化や習慣を理解
してもらいながら、多くの
方に利用していただける
よう努力していきます 。

これから定住志向
のある外国人をメイ
ンに，日本人と外国
人の架け橋になれ
るよう活動していき
ます。

定住する子どもたち
の将来を考えると，高
校を卒業することがと
ても大切です。私たち
外国人と日本の文化
の交流を深め，社会
の一員として楽しく暮
らせるようにサポート
します。

尐子高齢化が進む
日本は外国人との
共存が必要不可欠
です。センターはそ
の共存を現実化さ
せるための土台づく
りをしていきます。



３人テンブロス株式会社

正社員を希望する中高年世代を対象に、講座、カウンセリング、求人情報の提供を一貫して実施し、就
職を支援する。

中高年正社員就職支援事業 【埼玉県】

【地域社会雇用分野】

重点分野雇用創出事業

事業概要

委託先
新たな
雇用創出数

おおむね４５歳から５０歳代の方を対象に、「正社員」として就職していただくことを目的とした「総合講
座」の実施

すいいき

事例紹介

平成２２年４月 ～ 平成２３年３月約 １，５７３万円 事業期間

業務内容

事業費

雇用失業情勢（５月時点）

完全失業率（全国） ５．２％

有効求人倍率（埼玉県） ０．３８倍

埼玉県

中高年求職者の正社員就職効 果

講座受講者のうち、希望者に別途「パソコン講座」を提供

安心して就職活動が行えるよう、就職が決まるまで専属のキャリア・カウンセラーが、個別相談を実施

埼玉県のマスコット コバトン



2

講座の
受講風景

具体例や体験談を交えながら話してくださったのでわかりやすかった。

キャリア・
カウンセリング

講師から一言

講座に参加された感想
（講座参加者の声）

個別に相談にのっていただけるのが良い。

今後、「なぜ？」 「どうして？」とか、物事をもっと深く考えることへのきっかけとなりました。

専属のキャリア・カウンセラーが親身になって相談に応じています。

微力ながら再就職活動のお手伝いをさせていただいたもの
として、目標達成の報告を聞くことが、最高の喜びです。

同じ目標を持つ受講生同士が励まし合い、支え合う場面を
みるたびに元気とパワーをもらっています。私たちと一緒に
就職を成功させましょう。



地域産業界の人づくり支援事業【神奈川県相模原市】

【地域社会雇用分野】重点分野雇用創出事業

事業概要

株式会社さがみはら産業創造センター（本社：神奈川県相模原市）
従業員数11人

12人

委託先

新たな
雇用創出数

【人材育成事業】 中小・中堅企業の職場のリーダー候補が一同に会し、グループワークを通して、職場
の課題を解決する手法を学ぶ「職場リーダー養成塾」を開催します。

【企業PR事業】 人材採用における最大の課題である中小・中堅企業の認知度向上を図ることを目指し、
企業と学生・学校関係者との交流会、学生による企業見学ツアーを実施する。

【人材確保支援】 個々の中小・中堅企業が抱える課題（「収益向上」「新規顧客開拓」「新製品開発」な
ど）を解決するために、必要な人材の採用および定着に向けたサポートを実施します。

事例紹介

平成21年度に緊急雇用創出事業【産業振興分野】にて、市内500社の企業訪問調査
を実施した。その結果「人材の採用・育成」「販路開拓」「資金繰り」が経営課題として多く
挙げられました。
本年度は「人材の採用・育成」という経営課題解決に向けた取り組みを行っています。

約4,419万円（平成22年度） 平成22年4月～事業の開始事業費

業務内容

神奈川県 0.40倍（季節調整値）
相模原管内 0.42倍（季節調整値）

神奈川県

地域雇用失業情勢
（平成22年3月末の有効求人倍率）

企業訪問調査を行い「人材の採用・育成」に対する詳細な企業
ニーズを把握するとともに、そのニーズを反映させた「人材確保支
援」「企業PR事業」「人材育成事業」を行います。



今後の姿と
課題

世界全体、日本全体では景気が回復基調にあると言われていますが、市内中小企業はまだまだの状況
にあります。

この困難な局面を打開するために「ものづくりは、人づくり」と表されるように、企業の持続的活動や成長
にとって最重要な経営資源である人材の円滑な採用、およびその人材を育成できる環境作りを行っていき
ます。
そして、元気な中小企業に復活していただき、そこでの就業機会の増加を目指します。

人材確保支援
7社の人材採用のお手伝い（書類選考、面
接、採用手続など）をさせていただきました。
今後は、残り3社の人材採用のお手伝いを
させていただくとともに、入社された方が定
着していただけるようサポートを実施してい
きます。

企業ＰＲ 開催日程が決まりました。
12月20日に交流会、2月5日＆9日～10

日に企業見学ツアーを実施します。
学生さんや学校関係者の方々に中小
企業の魅力を伝えられるよう頑張ります。

人づくり推進員 早野寿一さん

人づくり推進員
古賀千根さん

＜業種（採用職種）＞
①半導体容器洗浄装置の設計・製造・販売（営業）
②ＩＴ情報サービス業（ソフトウェア開発）
③精密研磨装置の開発（一般事務）
④映像コンテンツ制作業（立体視映像の制作）
⑤光関連製品の開発・設計・製造（品質管理・生産管理）
⑥Ｘ線検査装置の製造販売（技術営業）
⑦トルク計測器等の製造販売（電気・電子設計）

人材育成
10月22日～2月25日（全8回）で「職場
リーダー養成塾」を開催いたします。
多くのリーダー候補の方々と会えるの
を楽しみにしています。
ともに学び、成長していきたいと思って
います。

人づくり推進員
貫井政文さん



失業者就労機会提供業務 【愛知県岡崎市】

【地域社会雇用分野】

重点分野雇用創出
事業

事業概要

NPO法人 ＩＣＤＳ
（本部：愛知県名古屋市天白区）

３人

若者就活サポート施設【岡崎若者おいでんクラブ】を設け、就労困難
な若年者や就職活動中もしくは就労中の若年者に対して、個別相談
やカウンセリング、スキル指導を行いながら若年者の就労のサポート
を行う。

委託先 新たな
雇用創出数

《若者おいでんサロン：入口》

事例紹介
就活に頑張り過ぎて疲れた人、就活に自信のない人、働い
てるけど大変で疲れちゃってる人、一度ここにおいでん！
（「おいでよ」の意味）
就活に関係なくてもいいよ！人生の先輩たちが暖かく迎え
てくれます。お茶飲みながらホッとひといき、ついてください。
水・金は夜もやってるよ！

約2,243万円（平成22年度）
平成22年4月
～平成23年3月

事業期間事業費

愛知県 0.60倍（季節調整値（4月））
岡崎ﾊﾛｰﾜｰｸ管内 0.56（原数値（4月））

愛知県

事業の特色

地域雇用失業情勢
（事業開始時点の有効求人倍率）

社会人経験豊かな中高年齢者を雇用することで、就労困難な若
年者や働きながら壁にぶつかっている若者に対して、社会人とし
ての経験やスキルを生かしての個別相談やカウンセリングを行う
ことができる。



スタッフのみなさんの声
岡崎わかものおいでんクラブＨＰ：

http://oiden.icds.jp/

カウンセリングの経験を生かし、個別
面談をしています。自分では気付か
なかった興味を引き出したり、今まで
と異なる方向から物事を見たりする
お手伝いもします。いらした方が明
日からも元気に頑張れるように、頑
張れとは言わずに、応援します！

ＮＰＯ法人 ＩＣＤＳ
理事長 深谷さん

キャリア・カウンセリ
ング資格を生かし、
相談・カウンセリング
を行っています。模
擬面談やセミナー講
師もします。大変やり
がいがある仕事です。

＜利用時間＞

９：００～１８：３０

（水・金２０：３０）

岡崎若者おいでんクラブの
【サポート・プログラム】

＜個別面談＞
キャリア・コンサルティング、
支援情報提供
＜スキルアップ講座＞
コミュニケーション、就労対
策など
＜ジョブトレーニング＞
＜サークル活動＞

・・・ｅｔｃ

岡崎市からの
コメント

自分のＩＴスキルを生かせ
る職場を探していました。
パソコン操作の補助や数
理力講座の講師の他、ＨＰ
の更新もしています。

就労アドバイザー・林さん

「用務員」名札で仕事をしています。
まだまだ知名度が低いので、現在
広報活動中です。たくさんの人に
存在を知ってもらい、利用してほし
いです。就労体験も企画中！

就労アドバイザー・石垣さん

マネージャー・重原さん

岡崎市では、ニートやフリーターを含む若年者の職業的な自立に向け、「岡崎
若者おいでんクラブ」を設置しました。就労を望む若年者を対象とし、様々な支
援を行っています。多くの皆様に利用してもらうことを期待しています。



新生活産業就職支援事業 【福岡県】

事例紹介

雇用の拡大が期待される新生活産業への就職を目指す求職者に
対し、サービス業の基本となる接客スキルを身につける研修、業
種に応じた技能研修、就職相談を実施する。

事業概要

8人
新たな
雇用者数

・求職者向け研修の企画･運営業務内容

（社）福岡県雇用対策協会委託先

約4,491万円（平成22年度）事業費

・就職相談

福岡県 0.43倍

福岡県

平成22年4月～事業の開始

地域雇用失業情勢
（事業開始時点の有効求人倍率）

・新生活産業を対象とした合同会
社説明会の企画・運営、求人企業
の情報収集

研修の様子

重点分野雇用創出事業
【地域社会雇用分野】

新生活産業とは・・・・
高齢者の介護や子育てサービス、家事支援など、

個人・家庭向けのサービス産業で、生活スタイルの変化や
消費者の意識の多様化に伴い需要が拡大しているため

新たな人材が求められている分野



現場で求められている能力をアップするため、研修の企画や求人企業の情報収集に取り
組んでいます。
きめ細かな就職相談と各種研修との連携により、一人でも多くの人が就職につながるよ
う、取り組んでいます。

就職支援事業事務局の
皆さん

研修受講者の声

企業の現場を知っている事務局の企画による
各種研修は、受講する求職者の方にも大変好
評。
就職活動の意欲向上にも結びついています。

一人でも多くの求職者の方々
の就職のお手伝いをしたいで
す。」

サービス産業に特化した、他の就職支援事業
にはない個性的な研修です。是非、求職者の
皆さんに受講してもらいたいです。 」

学ぶ姿勢があればいつでもチャンスは巡っ
てくるものです。この就業促進事業の中で、
人生の糧となる出会い・経験を得ることを心
より願っております。」

コミュニケーションによる人との係り
方、言葉使いに対するマナーなど接
遇の大切さを改めて考えることが出
来ました。

「講座が終わった後が勝負で
あるとの気持ちを忘れずに、
今後も就職活動を続けます。

就職支援事業事務局の皆さん

研修や合同会社説明会を通じて、一人
でも多くの方の就職に繋がるように頑張
ります。」

就業を目指して、真剣に研修を受講されて
いる求職者の方のお役に立てるよう精一
杯頑張っています。

技能研修

少しでも皆さんのお役に立てるよう頑張り
ます。」

就職相談の様子



クリエイター支援事業 【沖縄県沖縄市】

【地域社会雇用分野】

重点分野
雇用創出事業

Office BULAT

代表 秋友 かんなさん

事業概要

Office BULAT
（住所：沖縄県沖縄市）
従業員数5人

５人

中心市街地で活動するクリエイターが創作活動に専念できるよう
な環境作りを行い、経済的な自立を促すとともに、創業の環境を
整えることで、新規創業及び雇用創出を促進させる。

委託先
新たな
雇用創出数

【ビジネス支援】

ネットショップを活用した販売促進や県外、海外への販路
拡大、また各種研修を実施し、スキルアップを図る。

【地域交流】

イベントやワークショップを開催し、人材育成やクリエイター
のネットワーク作りを行う。

【環境整備】
沖縄市中心市街地を中心とする空き店舗を創作拠点として
活用し、新規参入者への入居支援を行う。

《クリエイターのシェアショップ「カラーズハウス」》

事例紹介
沖縄市には才能ある多くのクリエイターが創作活動を続けてお
りますが、ビジネスへと繋がっていかない現状があります。

クリエイターが創作活動に専念できるように、空き店舗を活用し
た拠点作りや販売促進、スキルアップなどの支援を行うことで、
ビジネスとして確立させ、沖縄市の新たな産業の創出に繋がる
ことを期待しています。

約1,250万円（平成22年度） 平成22年4月～事業の開始事業費

業務内容

沖縄県完全失業率 6.6％
沖縄県有効求人倍率 0.26倍
ハローワーク沖縄管内 0.20倍

地域雇用失業情勢
（事業開始時点の有効求人倍率）

沖縄市



今後の姿と
課題

《「ギャラリーM&A」旧ラファイエット》

重点分野雇用を活用し、人材を確保したことで、支援
の幅が広がった。今後は一人でも多くの自立したクリ
エイターを増やすことが課題。

沖縄クリエイターズ
ビレッジのみなさん

《パルミラ通りと店舗》

地域からの
声

地元の人ならでは。手作りの飾り
つけに暖かみを感じた。

新鮮で、雰囲気がとてもよ
かった。

《第１回「Kozza DessART」の様子》

地域からは、好評の声が多数寄せられ、地域における
雇用創出の事業として順調な走り出し。

スタッフ
佐藤寿美代さん

スタッフ
石垣克子さん

沖縄市で活躍するクリエイターに期待しています。

行政の立場
から

地域に点在する優秀なクリエイターを支援することで、新たな
参入や新規創業に繋がります。さらに沖縄市の重要課題であ
る空き店舗を活用した事業であり、地域への波及効果は大き
いと思われます。
創作活動がビジネスとして確立し、沖縄市の新たな産業として
県外、海外へと展開していくことを期待しています。

いくつかの企画した
取り組みがメンバーと共に
実現している事に手応えを
感じます。

個性的な人たちと
接する事で創作の
幅がひろがります。
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