ＮＰＯによる雇用・生活支援相談事業
（熊本県緊急雇用対策）

ＮＰＯ発

就職支援情報掲示板

未曾有の経済危機の中、県内の雇用をめぐる情勢は非常に厳しいものと
なっています。
解雇や内定取消などを受けられた方々などをどうにかして助けたい！
熊本県内で活躍されているＮＰＯ（＝民間非営利団体）の皆さんから、
別紙のとおり、直接雇用 就職に向けての支援 応援メッセージ が寄せられ
ています。
今後も、寄せられた支援策などを随時情報提供します。

この事業に関する問い合わせ先
くまもと県民交流館パレア（〒860‑8554熊本市手取本町8番9号）
ＮＰＯ・ボランティア協働センター
【電話】096(355)4301 【FAX】096(355)4317
【Eﾒｰﾙ】npo‑vo@pref.kumamoto.lg.jp
【ＨＰ】http://www.parea.pref.kumamoto.jp/shakaisanka/
※パレアでは、職業安定法上、就職のあっせんはできませんので、雇用条件の確認など
は直接、各ＮＰＯ（別紙）に行ってください。

「ＮＰＯによる雇用・生活相談」に御協力いただいた団体一覧（H21.1.20現在）
団体名

活動内容などのＰＲ

事務所
所在地

訪問介護事業所に高齢者共同住宅を併設している
障がい者グル ので、従来の登録型ヘルパーとしての勤務の他、居住
1 ープホームい 支援とリンクさせた新しいタイプの訪問介護にも携わ 熊本市
こい計画
ることのできる事業所です。次年度からは障害者グ
ループホームも新規開設予定です。

特定非営利活
動法人おーさぁ
2 「くまもと若者
サポートステー
ション」

ＮＰＯ法人阿蘇
3 エコファーマー
ズセンター

4

ＮＰＯ法人ガバ
ナンス

5

ＮＰＯ法人だれ
にも音楽祭

6

特定非営利活
動法人憲友会

支援内容（直接雇用、雇用先
の紹介）
・障がい者グループホーム「い
こい計画」での雇用。４月から
１名程度。
・訪問介護事業所「ヘルパー
096-243-2050
ステーション小梅」での非常勤
職員の雇用。随時受付中。
・「きょうされん」加盟の障がい
者就労支援事業所の紹介。
電話番号

支援内容（講座の実施や相談
対応などによる就職支援）

支援内容（応援メッセージなど）

・１〜３月の間、明篤館にて、障
がい者自立支援法に基づく、指
定事業所のサービス管理責任
者の任用研修（県がＨ１８、１
９、２０年度開催）の修了者を求
めています。

障がい者福祉分野は、大変な人手不足で
す。問題が一つあります。低賃金なのです。
厚生労働省（国）に対して、介護報酬、給付
額の予算を人件費のために確保してもらう必
要があります。
これには、どうしても運動が必要です。運動
にも参加しながら労働環境も変えていこうと
いう方、どうぞ御一緒に！！

若者の職業的自立のための相談窓口です。
①相談の受付から就職活動の開始まで一人の相談員
が一貫して親身に相談にのります。
②臨床心理士やキャリアカウンセラーなどの専門相談
・スキルアップセミナーや職場
員がおり、働くことに対する不安や悩みに関する相談
見学・職場体験などの「くまもと
からキャリアの形成に関するアドバイスまで、相談者
・書類作成や電話番などを
若者サポートステーション事
ひとりひとりに応じて、きめ細かに対応しています。
熊本市 096-365-0117 行っていただくアルバイトを募 業」の実施。
③職場体験は、仕事を体験することで働くことへの不
集（不定期）。
・ハローワークなどへの同行
安を少なくしていくことができます。相談者の興味、関
や、家族の方からの相談にも
心に応じて受け入れ先企業も開拓しています。
応じます。
④家族向けセミナーや講演会を開催し、不安や悩みを
抱える家族の相談(随時可能）もお受けしています。ど
うぞお気軽にご相談ください。
当センターは、新規就農希望者に、農林地域で農業
自立希望者へ協力を惜しまない農業法人、農家の
・木之内農園（南阿蘇村立野
方々の賛同を得て、多くの農業経営の実践的ノウハ
203-1）内にて、農業関連への
南阿蘇村 0967-68-0552
ウを取得できるようシステム化した新規就農希望者の
就職相談への対応や、情報提
支援組織です。農業を志す人の手助けとなり、ひいて
供を随時行っています。
は日本農業の活性化に役立てればと思います。
・介護職、またはスポーツイン
当法人では、公民館などでの健康体操の指導や、認
ストラクターができる方の雇
水俣市 0966-62-1131
知症予防のセミナーなどに取り組んでいます。
用。１月から１名程度。要面
接。勤務地は水俣市。
表現は、その形こそ違え、国民一人ひとりの権利で
・２月〜７月まで６回（毎月第２
す。
・県下各地の福祉サービス施 日曜日午後４時間予定）、パレ
人と人、人と組織は、表現によってのみ、結びついて
設（保育園・特別養護老人
ア会議室にて、熊本県福祉
います。
益城町 090-9070-6846 ホーム等）の熊本県福祉サー サービス第三者評価機関調査
音楽表現を通じて、「人との関係、より良い表現の仕
ビス第三者評価受審契約の営 員養成講習の対策講座を実施
方」を考えて、お互いの齟齬・誤解・軋轢をなくし、「真
業。１月から１７名程度募集。 します。教材代等として、８千円
心が伝わる社会にしたい」と願っています。
の参加費が必要です。
地域密着型の高齢者グループホームの運営などを
実施し、地域と社会の福祉の増進を図っているＮＰＯ 上天草市 0964-56-1186
法人です。

特定非営利活
３０名ほどの障がい者などの生活支援・訓練を行っ
動法人環境と
7
ています。明るく優しい方々ばかりですので、楽しく充 水俣市
福祉を結ぶ会
実した毎日が送れる職場です。
グループ・エコ

※支援の申出をいただいた順に掲載しています。
※詳細は各団体に直接お問い合わせください。

熊本県内他、各地で開催されている就農
フェア等へは積極的に参加しています。お気
軽に御相談ください。

あせらず、体を壊さないよう、この苦境を乗
り切っていきましょう。
当ＮＰＯ「だれにも音楽祭」は、１月１５日
（木）益城町文化会館ホールで朝１０時から、
１１時間の無料コンサートを行います。御家
族皆様でお越しください。

今回、支援ができなく残念に思います。
今行っている事業・活動を充実させ、少しで
も皆様のお役にたてるよう努力いたします。
派遣切りにあわれた方々を雇用に結びつ
けてあげたいです。
・１月から１〜３名程度。職業 ・企業の中で、障がい者の人た
障がい者の方々と共に働く中で、人の優し
0966-83-5666 指導員・生活支援員を求めて ちと一緒に働きます。トライアル
さに触れることもでき、福祉の素晴らしさも学
います。
雇用併用求人も行います。
べると思います。
どうぞお気軽にお尋ねください。

「ＮＰＯによる雇用・生活相談」に御協力いただいた団体一覧（H21.1.20現在）
団体名

活動内容などのＰＲ

事務所
所在地

障がい者の方へのパソコンサポートによる自立支援
特定非営利活
を活動目的にしている団体です。
動法人アイ・
8
事前連絡をいただければ、通常の事業と重ならない 熊本市
ネットワークくま
範囲で、障がい者の方の利用料金と同額により、就労
もと
支援のためのお手伝いができます。

特定非営利活
動法人コミュニ
9
ティ共有くまも
と

ＮＰＯ法人熊本
10 県キャリアコン
サルタント協会

特定非営利活
動法人スペ
11 シャルオリン
ピックス日本・
熊本

個人のリスクマネジメント支援コンサルティング
「どこに相談したらよいかわからないことがあり、悩み
が整理できずに困っている」
１）今、何をどう選択したらよいか、相談から問題解決
までのお手伝いをしています。必要があれば関係機 熊本市
関、専門相談窓口を紹介し、様々な同行サービスも
行っています。
２）金融危機の影響により、保険などの金融性商品に
ついての専門相談窓口開設中です。
全員が、キャリアコンサルタントの有資格者で構成し
ています。また、会員企業の中で４社が職業訓練を
行っており、様々な資格取得の為の訓練及び就職支
援が可能です。
約５００社の企業経営者で構成される熊本中小企業 熊本市
家同友会での共同求人活動に参画しています。
「生き甲斐のある職業選択に貢献する」をモットー
に、若者等の自立のために「職育」の必要性を研究・
推進しています。

スペシャルオリンピックス（SO）は知的発達障がいの
ある人たちに年間を通じて、オリンピック競技種目に
準じた様々なスポーツトレーニングと競技の場を提供
熊本市
しているボランティア団体です。
本部はワシントンDCにあり、現在、１６５の国や地域が
参加しています。

※支援の申出をいただいた順に掲載しています。
※詳細は各団体に直接お問い合わせください。

支援内容（直接雇用、雇用先 支援内容（講座の実施や相談
の紹介）
対応などによる就職支援）
・２月から当団体の教室にて次
の支援策を実施します。
①ワード・エクセルの資格取得
までのマンツーマンでの講座
（実費負担が必要）
②履歴書・職務経歴書の書き
方や、面接時の自己ＰＲの仕方
096-321-7020
等の相談対応（無料）
③就職に必要なインターネット
での情報検索・プリント・職務経
歴書の作成としてのパソコン及
びプリンターの使用（機器使用
料１時間２５０円、プリント白黒
１枚１０円・カラー２０円）
電話番号

096-243-5560

・３月２０日から、パレア会議室
にて生活アドバイザー養成講
座を実施します。
・事前に予約をいただければ、
出張による生活講座として相談
などに応じられます。

・１月１７日１３時半〜１５時半、
アビリティスクール・マリオネット
・(株)ＲＫＫコンピューターサー
（熊本市神水）で再就職支援セ
ビス（コールセンター）の紹介
ミナーを実施します。
可。
096-382-7155
・当協会事務局にて、ジョブ
・中小企業家同友会会員企業
カード作成と再就職支援の相
の紹介（障害者雇用を含む）
談を随時お受けします。
が可能
・各種職業訓練への案内が可
能です。
・当法人の事務局スタッフを募
集。１月から２名程度。業務内
容は知的発達障がいをもつ方
へのスポーツプログラム支援
全般。ワード、エクセルの出来
096-386-8022 る方を希望。勤務時間は９〜１
８時、週５日、実働７時間、シフ
ト制、土日イベント有り。時給７
１５円。各種社会保険完備。交
通費支給。電話連絡後、履歴
書をご郵送ください。

支援内容（応援メッセージなど）

このたび直接雇用、雇用先紹介ができずに
残念に思っています。
今後、少しでも皆さまのお役に立てるよう努
力して参ります。

中小零細企業では、なかなか定期的な採
用が難しく、また採用活動もハローワークへ
の求人手続きを踏んで行うほどの緊急性を
感じていないものです。しかし「良い人材なら
欲しい」とは、多くの企業経営者が話してま
す。
積極的にトライしてみてください。

「ＮＰＯによる雇用・生活相談」に御協力いただいた団体一覧（H21.1.20現在）
団体名

活動内容などのＰＲ

事務所
所在地

特定非営利活
「障がい者と健常者が共に手を取り合い助け合って
動法人ボラン
12
いこう」という理念の下、障がい者こそボランティアに 益城町
ティア仲間九州
参加しようと呼びかけ実践しています。
ラーメン党

特定非営利活
当法人は、「ひと」の能力を開発し、生きがいを持っ 熊本市
動法人ひと・学
13
て地域社会に貢献できるよう、「学び」の環境整備と人
び支援センター
材育成を行っています。
天草市
熊本

当法人のメンバーはキャリアカウンセラー、社会保険
特定非営利活 労務士、ファイナンシャルプランナー、マナー講師、コ
動法人ライフ＆ ミュニケーション講師などであり、幅広く支援できます。
14
熊本市
キャリア教育サ 子育て支援、キャリア教育での実践もあります。
ポート
目標は全ての人の「自立と自律」です。
URL=http://lc-edu.org/

※支援の申出をいただいた順に掲載しています。
※詳細は各団体に直接お問い合わせください。

支援内容（直接雇用、雇用先 支援内容（講座の実施や相談
支援内容（応援メッセージなど）
の紹介）
対応などによる就職支援）
・法人が運営する「そよかぜ福 ・１月１９日〜３月３１日まで（土
県地域共生くまもとづくり事業「そよかぜ祭
祉作業所」では、共に働く障が 日は除く）の午後２〜４時の間、
り」のご案内
い者の方々を募集していま
当法人本部（益城町福富７７２）
【日時】３月２２日（日）、午前１０時より（入場
す。
において、ホームレスの方や、
無料）
・働くこと、コンサートや祭りを 派遣切りなどによる生活困窮
096-287-8223
【場所】益城町町民体育館（役場裏）
楽しむこと、ボランティアに参 の方を対象として、ラーメン炊き
【内容】①ステージ（うらた剛、大庭照子、他。
加することを大切にしていま 出し（無料）を行います。
敬称略）
す。
・炊き出しでは「そよかぜ福祉
②ラーメン食事会（先着５００名無料）
・利用に際しては、保護者の申 作業所」（障がい者）の方々が
【募集】出演者、バザー出展者、ボランティア
込みが必要です。
お手伝いしてくれます。
・２月（予定）より、パレア会議
室において各種支援を行いま
す。（実費負担必要）
◇履歴書・職務経歴書の書き
方のアドバイスや面接時の実
技指導など
◇ワード・エクセル即戦力実践
096-354-7252
講座
◇簿記３級取得講座
◇家庭と仕事の両立のための
セミナー
・その他、キャリアアドバイス、
ＮＰＯの立ち上げなど各種相談
に応じます。
・パレアもしくは事務所（研修
室、１０名程対応可）にて、随
時、講座などを実施します。履
歴書・職務経歴書の書き方、面
接・マナー指導、ライフプラン、
年金、社会保障など、幅広くセ
ミナーなどを開催できます。
メンバーと力を合わせて、できるだけの支
・事務所（熊本市高平二丁目２
096-346-0655
援を行えたらと思っています。
５−４５−３０２。駐車場有）の
ぜひ、お声掛け下さい。
研修室・相談室にて随時、カウ
ンセリングや相談をお受けしま
す（パレアに出向くことも可
能）。キャリアカウンセラー・社
会保険労務士・ファイナンシャ
ルプランナーが就職、就労、生
活設計等、ご相談に応じます。
電話番号

