
施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名  光和寮 

運営法人  社会福祉法人 名古屋ライトハウス 指定年月日 平成 20年  1月  1 日 

併設事業  就労継続支援Ｂ型、生活介護事業 

住所  名古屋市千種区仲田 1丁目 10番 17号 安田ビル 1階（就労移行のみ昨年 10月移転） 

電話  （０５２）７８４－５５０１ FAX  （０５２）７８４－５５０２ 

メール higashi-job@nagoya-lighthouse.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ― 

アクセス  地下鉄「今池」駅②番出口より徒歩 7分 

利用定員 20人 利用者の主たる障害 ― 

支援者数 9人 

令和元年度実績 利用者数（月平均） 18.8名、 退所者数 15名うち就職者数 10名 うち離職者数  1名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

                                          

                                         令和元年度に多くの方のご利用、 

                                         お問い合わせをいただきました。 

                                         大学生や視覚障害の相談、利用もＵＰ 

                                         事務所は商店街にあり、駅からの道は 

                                         桜がきれいな水道みちです🌸🌸🌸 

                                         令和元年度も就職者も定着も最高ランク♪ 

                                         一人ひとりに合った職場へ橋渡しや定着支援 

                                         これからもていねいな支援に努めます。 

 

 

＜利用実績＞ 

 ・学校を出て初めて働く人、事故や病気で受傷後初めて働きなおす人に多くご利用いただいています。 

  （令和元年度：発達障害、知的障害、うつ病、統合失調症、不安障害、視覚障害 など） 

 

＜訓練内容＞ 

 ・自分に合った職種を考えるためにさまざまな訓練プログラムがあります。プログラム数ＵＰ♪ 

 ・訓練プログラムは個別で設定します。 

 ・基礎訓練→実践訓練、施設外就労で企業に近い環境へステップアップします。 

 

＜ストレスケア＞ 

 ・利用中、就職後もストレス対処がカギとなります。自分なりの対処法がわからない方でも大丈夫。 

  さまざまなストレスケアを提案、就職後も余暇を充実しＨＡＰＰＹを目指しましょう☆ 

 

＜就職後もていねいなサポート＞ 

 ・長い職業生活、いろいろなステージで変化が生じます。長く働くために必要なサポートをします。 

  職場訪問はもちろん、病院やご家族、他機関への状況説明など行います。 

 ☆就労定着支援実績 令和元年度 登録者：４６名、延べ利用実績３３１名☆定着率９割以上♪ 

 





施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所シェアリング・ライフ 
運営法人 特定非営利活動法人シェアリング・ライフ 事業開始日 平成 24年 4月 1日 

併設事業 就労定着支援事業所ワーキング・ライフ 

住所 名古屋市千種区内山 3丁目７－１１ 

電話 052-745-9555 FAX 052-745-9558 

メール life-desk@shimin.gr.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sharing-life.net/ 

アクセス 地下鉄今池駅から徒歩３分（１番出口） 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 精神障害、発達障害 

支援者数 9名  （社会福祉士 2名、精神保健福祉士 1名、ジョブコーチ 3名） 

令和元年度実績 利用者数（月平均）13名， 退所者数 14名 うち就職者数 10名 うち離職者数 1名  

【４つの特徴】 

 

（１）「働きたい」を応援します 

・「働きたい」の気持ちがあれば大丈夫。「働きたい」を応援し、「働く」をサポートします。 

・他の機関とも連携し、情報提供から応募書類作成支援、面接同行などのサポートをします。 

・社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ職員に加え、一般企業での就労経験を持つ職員が様々

な経験を活かして、働き始めるあなたを力いっぱい支えます。 

（２）パソコンスキルだけでなく、生きる力や可能性を大切にしています   ・パソコンは、ワード、エクセル、パワーポイント、イラストレータ、フォトショップなど。 

MOS試験もサポートします。発達障害の人に合わせたパソコン初級・中級講座もあります。   ・講座は、就労準備、コミュニケーション、農作業体験、ウォーキング、ヨガ、食、薬膳、絵本、
グループワーク「みんなで語ろう」、創作活動（絵画、折り紙、写経等）、ゲーム大会など多彩   ・実際の職場や、職場に近い環境での実習もやっています。 

（３）主人公はあなた自身、自分のペースで進めます 

・最初は毎日こられなくても大丈夫、どんな小さな一歩からでも始められます。 

・「できること」「得意なこと」から始めましょう。自分のペースを大切に。 

・講座や実習は自分で選べて、自分で決められます。 

・その人に合った個別のプログラムを一緒に考え、支援計画を作ります。 

・押しつけや決めつけはありません。安心して過ごせる「場」を提供します。 

（４）就職はゴールでなくスタートです 

・仕事についてからが重要です。職場訪問、困りごと相談等で不安解消のサポートをします。   ・就労半年後からは、同一法人内の就労定着支援事業所ワーキング・ライフで、長期の定着支
援が受けられます。 

 

             

 

 



施設紹介シート（H31.4.１ 現在の状況について） 

事業所名 くう ねる 
運営法人 医療法人福智会 指定年月日 平成 28年 6月 1日 

併設事業 就労継続支援 B型「イマーゴ」 / 就労定着支援事業所「くう ねる」 

住所 名古屋市千種区今池 5丁目 19-12 すずかけクリニック 3階 

電話 052-741-8300 FAX 052-741-8301 

メール ku-nel@suzukake-clinic.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://ku-nel.suzukake-clinic.com/  

アクセス 地下鉄東山線・桜通線 今池駅 8 番出口より徒歩 3 分 

利用定員 10名 利用者の主たる障害 精神障害/発達障害/てんかんの方が多くいらっしゃいます。 

支援者数 サービス管理責任者 1名 ・ 就労支援員 1名 ・ 職業指導員 2名 ・ 生活支援員 2名 

平成 30年度実績 
利用者数（1日平均） 8.9名  

就職者 15名(障害者雇用 13名/一般採用 2名)うち離職者 1名・その他 B型へ 3名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

『くう ねる』は、医療法人福智会の就労移行支援事業所です。                    医療法人福智会が応援する精神障害者のリカバリー                    医療法人福智会では、「障害があっても自分らしく生きる」 

                   を目標に、障害のある方を様々な角度から応援しています。 

                    「リカバリー」とは、障害があっても充実し、生産的な生活 

                   を送れるよう、仕事、学ぶこと、そして地域社会に参加できる 

ようになる過程を指します。私たち「くう ねる」もリカバリー 

の理念に基づき、利用者の方々が活き活きとした人生を送るため 

の就労支援を目指しています。 

「くう ねる」がおこなう就労支援  
  人が仕事に就き働くまでのプロセスに決まった道筋はありません。 

   同じ病名であっても特性は人それぞれです。「くう ねる」では、 

職業準備性を最重要視せず、それぞれの得意な部分に注目しながら、 

できるだけ早期の就職を目指します。苦手な部分は福智会の多機能型 

支援の特性を活かし、医療・福祉の両面から様々な方法でサポート 

していきます。就労定着支援事業所も併設しており、就職後の 

サポートも行っています。 

                            「くう ねる」のプログラム 

                   「くう ねる」では「あいさつ」を第一に大切にしています。 

                    その上で、精神科の経験が豊富なスタッフによる、自分自身を  

良く知るための心理教育(WRAP/認知行動療法等)や認知機能 
改善を意図したプログラムの他、外部施設の清掃やカフェでの 

接客、DM 配達や検品作業、オリジナルアクセサリーブランド 

『Pstyle』の運営など、施設内外で様々な就労を体験する機会 
を設けています。 

 



施設紹介シート（R2.4.1  現在の状況について） 

事業所名 ウェルビー千種センター 

運営法人 ウェルビー株式会社 指定年月日 平成 29 年 11 月 1日 

併設事業 定着支援事業(令和元年 8月１日開所) 

住所 名古屋市千種区内山三丁目 10番 22号 YAMATO ビル３階 

電話 052-784-7010 FAX 052-784-7011 

メール info@welbe.co.jp HP https://www.welbe.co.jp/center/aichi/chigusa.html 

アクセス 地下鉄 桜通り線/東山線「今池」駅(１番出口)徒歩 ４分  JR中央本線「千種」駅 徒歩７分 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 身体・知的・精神・難病 

支援者数 就労移行支援 6名   定着支援事業所 2名（兼務） 

令和元年度実績 利用者数（月平均）23名，退所者数 15名うち就職者数 8名 うち離職者数 0名（29年 11月開所） 

 

『就職したい！』 その気持ちを全力サポート！ 

生活リズムを整える所から、社会で必要な知識全般を訓練します。 

PC 訓練、軽作業、コミュニケーションプログラム等内容は充実しており、就労支援員がその方に合った就労のお手

伝いをさせていただきます。また、就職した後の不安を取り除く定着サポートもしっかりと行います。 

お問い合わせからご利用までの流れはこちら↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【センタースタッフより】 

センターはビルの 3 階にあり、とても明るい作りとなっています。センタースタッフは支援をより適切に行えるよう、

日々技術を磨き、皆様からのご連絡をお待ちしています。 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労支援センターひゅーまにあ名古屋今池 

運営法人 株式会社チャレンジドジャパン 指定年月日 平成 30 年 2 月 1 日 

併設事業  

住所 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池３丁目１６−１２ 三貴ビル 5階 

電話 052-212-7315 FAX 052-212-7316 

メール humania_imaike.ch-j.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://ch-j.jp/search_for/nagoya-imaike/ 

アクセス 名古屋市営地下鉄東山線・桜通り線 今池駅 9番出口より徒歩 4分 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 精神・知的・身体・難病・その他 

支援者数 5名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）   14名，退所者数  7名うち就職者数   4名 うち離職者数  1名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

 

あなたらしく働ける仕事が見つかります 

ひゅーまにあには、自信を持って働けるためのシステムがあります。  
１.自分を知る ２.自分を伸ばす ３.環境を理解する  
まずは自分を知り、得意な部分を伸ばしましょう。苦手な部分への対応方法を知ることもできます。 
技術や知識が身につけば、自信が生まれます。自信がつけば、不安も小さくなり、希望につながります。 
さらに、私たちは就職後も「長く働き続けるため」にサポートを続けますので安心です。 



施設紹介シート（R.2.4  現在の状況について） 

事業所名 サンワーク 

運営法人 社会福祉法人薫徳会 指定年月日 平成  １9年  10月 1日 

併設事業 就労継続支援 B型事業、 就労継続支援 A型事業、訪問型職場適応援助（ジョブコーチ）事業 

住所 名古屋市東区山口町 1番 22号 

電話 052-930-8877 FAX 052-937-0888 

メール sunwork103@sf.starcat.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.kuntokukai.or.jp/ 

アクセス 市バス 『赤塚白壁』 下車徒歩１分 『山口町』 下車徒歩 3分 

利用定員 10名 利用者の主たる障害 精神障害/発達障害 

支援者数 ３名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）      ５名，退所者数  １名うち就職者数    １名 うち離職者数   ０名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

＜サンワークの目的＞ 

多機能型事業所「サンワーク」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係法

令」の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、訓練を行い、それに対する知識・能

力が高まった方について一般就労や社会参加への移行に向けて支援することを目的とします。 

＜サンワーク就労移行支援事業の特徴＞ 

◆「作業訓練」を通じて、働く上での必要な人間関係や生活リズム等を身につけていきます。 

◆「作業」時間数に応じて、工賃をお支払いします。 

◆「訪問型職場適応援助(ジョブコーチ)事業」を併設している為、職場活動から就職後もサポート可能です。 

◆「多機能型事業所」の為、もう少しサンワークで訓練を続けたい方は就労継続支援事業 B型に。また、就労継続

支援事業の A型のパン屋さんで働きたい！等利用期間の２年後は就職だけでなく、様々な選択肢を選ぶことがで

きます。 

＜訓練内容＞ 

 １人１人の体調・目的に合わせて個人ごとに利用計画を立てます。 

ご本人が主体的に考え・動くことを大切にし、その上で「どのような職業が自分に合うのか」「どうすれば無理なく働く

ことができるのか」「周りの人とどのように関われば良いのか」など、その人らしい“働き方”を一緒に考えていきます。 

【月曜日～金曜日 10:00～16:00(休憩１時間)】 

パン工房：菓子パン・惣菜パン・食パンなどを製造し、高校や区役所、地域行事などで販売します。 

下請け作業：企業から内職作業を請け、作業を行います。 

清掃業務：会計事務所や介護サービス事業所から清掃業務の委託を請け、グループで行います。 

お茶工房：静岡からほうじ茶の原材料を仕入れ、工房内で炒り、地域行事などで販売します。 

【土曜日(月２回) 10:00～12:00】 

全体ミーティング：レクリエーション活動の計画や準備を行っていきます。 

レクリエーション：全体ミーティングで決めたことを行っています。 

生活・活動プログラム：生活に関わること、病気のこと、就労のことなどグループミーティングを行ったり、企業

見学や講師を招いて（ハローワーク、OB・OGなど）の勉強会など、生活等に関わるプログラムを行っています。 

【その他】 

地域活動：区民まつりや神社の行事、町内会の資源回収、共同募金活動などに参加します。 

職場実習：企業への就職前に、企業での実習が必要な方に職場実習を行います。 

 

★見学・体験通所・就労相談も随時受け付けています。お気軽に電話相談ください。 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 ノックス葵 

運営法人 株式会社ユナイテッドユニーク 指定年月日 平成 27 年 10 月 1 日 

併設事業 定着支援事業所ノックスＰＬＵＳ 

住所 愛知県名古屋市東区葵 3 丁目 12-7 AMS 葵 3 ビル 2 階 

電話 052-930-5216 FAX 052-930-5217 

メール contact@uni-uniq.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.uni-uniq.com/ 

アクセス 
JR中央線及び名古屋市営地下鉄東山線「千種駅」２番出口から北東へ徒歩６分 

名古屋市営地下鉄桜通線「車道駅」３番出口から東へ徒歩 2 分 

利用定員 20 名 利用者の主たる障害 発達障害、精神障害（統合失調症、うつ病等） 

支援者数 9 名（管理者 1 名、サビ管１名、職業指導員２名、就労支援員２名、生活支援員 3 名） 

令和元年度実績 利用者数（月平均）20 名，退所者数 21 名うち就職者数 10 名 うち離職者数 1 名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 あいち就労支援センター 

運営法人 株式会社 CBT-J 指定年月日 平成 31年 4月 1日 

併設事業  

住所 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１４番７号 CBT名古屋ビル３F-４F 

電話 052-938-7813 FAX 052-938-7814 

メール postmaster@cbt-career.work ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://cbt-career.work 

アクセス 地下鉄東山線 新栄駅１番出口から徒歩約４分/桜通線 高岳駅４番出口から徒歩約６分 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 主たる障害の特定はしない 

支援者数 サービス管理責任者１人/職業指導員２名/生活支援員３名/就労支援員２名/調理員１名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  11.5名，退所者数 3名 うち就職者数 3名 うち離職者数 0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

あいち就労支援センターの特徴 

抑うつ状態、適応障害、大人の発達障害（ASD：自閉症スペクトラム、ADHD:注意欠如・多動症）など、障害特性に

よって仕事が長続きしない人に対して、公認心理師や臨床心理士など、心理の専門スタッフが、応用行動分析学

に基づいたサポートを行うことで、ご利用者様が生き生きと働くことができるようになるための支援を行います。 

 

ストレス反応の緩和や、ストレス障害の予防や回復のためのストレスマネジメント 

あいち就労支援センターでは、ストレス関連障害で悩んでいる人のために、認知行動療法を専門とする公認心理師

が、ストレス反応の緩和や、ストレス障害の予防や回復のためのストレスマネジメントを行っています。ストレッサーに

対する認知再評価や、ストレス対処行動のレパートリーを増やすことで、あなたがより生き生きと健康的に働くことが

できるように支援を致します。 

 

不安やうつなど、二次的な症状改善のサポート 

あいち就労支援センターでは、適応障害で社会生活に支障をきたしている人の支援を行っています。原因となるス

トレッサーを軽減するための環境調整や、不安やうつなどの二次的な症状を改善するための認知行動療法、ストレ

ス耐性を向上させる行動科学に基づいたトレーニングなどを組み合わせることで、ストレッサーに晒されても症状が

再燃せずに、働き続けることができるように支援します。 

 

応用行動分析学に基づいたハラスメント対策 

適応障害の中には、上司のパワハラやモラハラによって発症し、再就職してもまた同じようなハラスメントの被害を

受けるのではないかと恐怖を感じている人もいます。あいち就労支援センターでは、ハラスメント被害を受けたトラウ

マ感情の処理を行うと共に、次の就職先では、ハラスメントによる被害を受けないようにするために、応用行動分析

学に基づいたハラスメント対策を行います。 

 

専門的な心理検査に基づいた職業適性診断 

転職するたびに適応障害の症状の再燃を繰り返している人の中には、適応障害の背景に発達障害の傾向が隠れ

ていることがあります。近年は、高学歴の人の中にも、社会人になってから不適応を起こし、大人の発達障害と診断

されるグレーゾーンの人が増えてきています。あいち就労支援センターでは、公認心理師による専門的な心理検査

（MMPI、ビッグ５、WAIS-Ⅳ、職業適性検査、各種心理尺度など）に基づいた職業適性診断を行うことで、あなたの

やりがいと特性にあった再就職支援をサポートします。 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 キャンパスたかおか 

運営法人 特定非営利活動法人ワンプレサポート 指定年月日 平成・令和 元年 11月 1日 

併設事業 なし 

住所 名古屋市東区東桜 2-9-34 成田高岳ビル 2F 

電話 052-932-1728 FAX 052-932-1729 

メール onepre.support@iaa.itkeeper.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.campus-takaoka.org 

アクセス 
地下鉄桜通り線「高岳駅」 徒歩１分  
地下鉄名城線「久屋大通駅」３A 出入口 徒歩７分 地下鉄東山線「栄駅」４番出入口 １０分 

利用定員 20 利用者の主たる障害 定めなし 

支援者数 5名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）   3.1名，退所者数 1名うち就職者数  1名 うち離職者数    名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

昨年 11月に開所した、まだ新しい施設です。 

ここでは、作業訓練や職業生活に必要なスキルを修得するためのツールを使っての訓練、コミュニケーションや協

調性を磨くためのグループディスカッションなど様々な訓練を行っています。 

また、様々な障害を持った方、一人一人と向き合いその方にあった訓練プログラムを作成して提供しております。 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 パレット大曽根 

運営法人 株式会社 ホームスイート 指定年月日 平成 29 年  2 月 1 日 

併設事業 就労定着支援事業所 パレット大曽根 

住所 名古屋市北区大曽根 4丁目 18-31 ドゥ・エトワール 3F 301 

電話 052-508-5336 FAX 052-508-5877 

メール palette.ozone@kind.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://homesweet.link/paletOzone.html 

アクセス 地下鉄名城線 大曽根駅より徒歩 5分 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 精神・身体・発達・難病 

支援者数 6名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）   18 名，退所者数 27 名うち就職者数 18 名 うち離職者数 2 名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 



 施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 
LITALICO ワークス大曽根 

運営法人 株式会社 LITALICO 指定年月日 令和  1年  10月  1日 

併設事業  

住所 愛知県名古屋市北区平安二丁目 13番 5号 グランドメゾン平安通Ⅱ 1階 

電話 052-910-4345 FAX 052-910-4346 

メール ml_ozone_wk@litalico.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://works.litalico.jp/center/nagoya/ozone/ 

アクセス 地下鉄名城線「平安通駅」4番出口より徒歩 2分／JR「大曽根駅」北口より徒歩 10分 

利用定員 20 利用者の主たる障害 特定しない 

支援者数 7名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）17名，退所者数 6名うち就職者数 3名 うち離職者数 1名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 



施設紹介シート（R1.1.4.1  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 「青空」 

運営法人 (株)ＣＣＬ 指定年月日 平成 27 年 5 月 1 日 

併設事業 就労定着支援事業所 みらい 

住所 愛知県名古屋市西区新道 1 丁目 19-32 第 3 泰水堂ビル 203 

電話 052-446-6408 FAX 052-446-6409 

メール aozora528@friend.ocn.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://aozora528.wixsite.com/bluesk 

アクセス 地下鉄鶴舞線『浅間町』 3 番出口より西へ徒歩 3 分 

利用定員 20 名 利用者の主たる障害 知的・精神・（身体） 

支援者数 4 名 

平成 31 年度実績 利用者数（月平均）  6.6 名，退所者数  7 名うち就職者数  5 名 うち離職者数  1 名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

『青空』は、障がいを持つ方の就労を支援しています。 
「就労移行支援」とは、障がいを持つ方の一般企業への就労に向けて、 
必要な知識や能力の取得を目的とした訓練・就職活動支援及び、 

就労後の職場定着支援を行う福祉サービスです。 
様々な内容の作業を利用者さんと一緒に取り組んで、経験を積んで頂いております。  

○電線剥離                  ○部品解体          
○封入作業                  ○キャンドルづくり          
 

 

電線剥離用の機械を用いて

業者様から委託された電線

から銅を取り出す作業です。 
銅はリサイクルされますの

で社会貢献に繋がる作業の

一つです。 
集中力の維持・向上を目的と

して行います。 ドライバーや電動ドライバーを

使用してネジを外し、パチンコ

やパソコンや受話器やゲーム機

などの部品をバラバラに解体し

て仕分けていく作業です。解体

した部品はリサイクルされます

のでこの作業も社会の貢献に繋

がる作業です 
業者様から委託された防錆

紙を袋に一枚ずつ封入して

いく作業です。 
入れる向きの確認や枚数を

数えたりするので、こちらも

集中力の維持、向上を目的と

している作業です。 レクリエーション活動

の一部です。形や色を

自身で考えて創作する

ことにより、自分を表

現するきっかけを作り

出すことを目的として

おります。 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 名古屋名西キャリアセンター 

運営法人 株式会社 Heartsキャリアセンター 指定年月日 平成 31年 2月 1日 

併設事業  

住所 〒452-0814 愛知県名古屋市西区南川町 76番地 大口ビル 2階 

電話 052-506-9750 FAX 052-506-9751 

メール ｎagoya-meisei.cc@gol.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://hearts-meisei-careercenter.com/ 

アクセス 名鉄犬山線、地下鉄鶴舞線「上小田井駅」より徒歩 5分。城北線「小田井駅」より徒歩 5分。 

利用定員 20 利用者の主たる障害 精神・発達・知的・難病 

支援者数 6人 

令和元年度実績 利用者数（月平均）     10名，退所者数  7名うち就職者数   6名 うち離職者数  1名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

一人ひとりの個性を活かし、企業とのミスマッチングを無くす、コミュニケーション特化型の就労支援 

名古屋名西キャリアセンターでは、障がいのある方の働きたい！をサポートする就労移行支援事業所を展開して

おります。コミュニケーション特化型カリキュラムを用い、一人ひとりの支援から企業に長く働き続けられるためのマッ

チングを重視しています。 就職前の通所の訓練や多職種による企業への職場見学、職場実習、トライアル雇用と

いった、実際に職場で働くイメージを持ち、本人へ働くうえで大切なことの気付きの機会を多くし就職へ繋げていま

す。 豊富な就職実績と企業開拓数、就職後の定着支援までサポートを行っています。 

 

【補足】平成 29年 4月に国府宮駅より徒歩 5分、就労移行支援事業所 Heartsキャリアセンターをオープンしまし

た。これまで就職者数、名古屋名西キャリアセンター合わせて令和 2年 3月現在 52名の方が就職されました。 

 



施設紹介シート（R2.4現在の状況について） 

事業所名  多機能型事業所 ジョブサポートフォルテ 

運営法人 社会福祉法人親愛の里 指定年月日 平成 18年 10月 1日 

併設事業 就労定着支援事業、就労継続支援事業 B型 

住所 〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町 38-8 

電話 052-446-5880 FAX 052-446-5989 

メール forte@shin-ai1996.org ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.shin-ai1996.org/ 

アクセス 名古屋市営地下鉄「中村区役所」駅徒歩 3分、名古屋駅太閤口徒歩 10分 

利用定員 8名 利用者の主たる障害 精神障害、発達障害、知的障害、身体障害 

支援者数 サービス管理責任者 1名、就労支援員（ジョブコーチ）2名、職業指導員 1名、生活支援員 1名 

令和元年度実績 利用者数（月平均） 8名，退所者数 6名うち就職者数 6名 うち離職者数 0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 ジョブサポートフォルテでは、「働きたい」という希望を持っている方に、多機能型事業所として、生活リズムの安定

や体調の維持管理といった働くための準備から就職活動、就職後の定着支援まで一貫したサポートを行っていま

す。学習会や企業見学、職場実習などを通して働くために必要なスキルを身に付け、障がいとうまく付き合いながら

自分らしい働き方を探す場所です。 

 専門の支援員（内 2名はジョブコーチ）を配置し、それぞれの方のニーズに合わせたプログラムを提供します。 

事業所だけで支援体制を組むのではなく、ご本人の状況に合わせ生活面と就労面について、ご家族や医療機関、 

各関係機関、他の就労支援事業所様、企業様と連携を取りながら支援をします。 

 

(1)就職に向けた準備 

 ●面談 

   働く目的、自分のやりたいこととできることなど、どのような働き方をしたいのか具体的に考えていきます。 

 ●学習会 

   グループワークで求人票の見方、履歴書の書き方、ビジネスマナーなどを学びます。 

 ●作業活動 

施設内では企業から請け負った内職作業（タオルのギフトセット加工、部品検品・加工、電線リサイクルなど）を 

行います。作業を通して、仕事に必要なコミュニケーションの取り方、報告・連絡・相談の仕方を学びます。 

また、月に数回定期的にバザーを実施。接客時のマナーや金銭管理を学ぶ機会としています。 

●施設外就労 

 数名でグループを組み、企業に出向いて仕事をします。一般就労により近い環境で働きます。 

●オフィスワーク 

   パソコントレーニング（Word、Excel基礎）の他に、電話応対や伝票発行など実務に活かせるトレーニングを 

行います。 

(2)就職活動 

   ハローワークとのチーム支援など他の機関とも連携し、就職に関する情報を提供するとともに、応募に必要な 

書類作成や面接の練習などを行います。また、企業様との面接時の同行や実際に働く職場の具体的な 

イメージを持つための実習を行えるように他機関や企業様と調整を行います。 

(3)定着支援 

    就職後も職場を訪問して、ご本人や企業担当者様から仕事の状況をお聞きし、必要があれば相談・調整を 

   行い、安心して長く働き続けられる支援をします。また、3か月に 1回ほど卒業生の会を開催し、近況報告や 

   意見交換などを行います。 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 ウェルビー名古屋駅前センター 

運営法人 ウェルビー株式会社 指定年月日 平成 27年 4月 1日 

併設事業 定着支援事業所 

住所 〒453-0015愛知県名古屋市中村区椿町 17-15 ユース丸悦ビル 9階 

電話 052-459-0388 FAX 052-459-0389 

メール info@welbe.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.welbe.co.jp 

アクセス 各線 名古屋駅太閤通南口 徒歩 4分 

利用定員 20 利用者の主たる障害 精神 発達 知的 身体 難病 

支援者数 8 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  1日 20～25名，就職者数 15 名 うち離職者数  2名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

2019度就職者数 19名（障害者トライアル制度利用含む） 

89.5％の方が継続して働いています 

就
職
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 施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 LITALICO ワークス名古屋駅前 

運営法人 株式会社 LITALICO 指定年月日 平成 28年 2月 1日 

併設事業 定着支援事業 

住所 〒453-0015  愛知県名古屋市中村区椿町 18-22 ロータスビル 4F 

電話 052-459-3780 FAX 052-459-3781 

メール info_nagoyaekimae_wk@litalico.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://works.litalico.jp/center/nagoya/nagoyaekimae/ 

アクセス 
JR・名古屋市営地下鉄「名古屋駅」太閤通口より徒歩 3分 

名古屋線「近鉄名古屋駅」より徒歩 4分  名古屋本線「名鉄名古屋駅」より徒歩 4分 

利用定員 20 利用者の主たる障害 特定しない 

支援者数 7名 

令和元年度実績 利用者数（月平均） 19.7名，退所者数 29名うち就職者数 16名 うち離職者数 2名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 LITALICO ワークス名古屋駅南 

運営法人 株式会社 LITALICO 指定年月日 平成 29年 6月 1日 

併設事業 定着支援事業 

住所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-17-25アスタービル 6階 

電話 052-589-2557 FAX 052-589-2558 

メール ml_nagoyaekiminami_wk@litalico.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://works.litalico.jp/center/nagoya/sakuradori/ 

アクセス 名古屋駅から徒歩 8分 

利用定員 20 利用者の主たる障害 特定しない 

支援者数 7名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  33名，退所者数 27名うち就職者数  20名 うち離職者数  1名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 アポイント名古屋 

運営法人 株式会社 ハートエース 指定年月日 
平成・令和        30年 

4月  1日 

併設事業  

住所 名古屋市中村区中島町 1-29-1 クレア 21 1F 

電話 052-483-2600 FAX 052-483-2602 

メール nagoya.appoint@gmail.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://heartace-appoint.com/ 

アクセス 名古屋駅より送迎または徒歩 10分 地下鉄桜通線中村区役所より徒歩 5分 

利用定員 20人 利用者の主たる障害 精神、知的 

支援者数 5人 

令和元年度実績 利用者数（月平均）10.0名，退所者数 5名 うち就職者数 3名 うち離職者数 1名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動内容＞ ◆パソコン…タイピング、ワード、エクセル等も個人に合わせて練習します。  

◆面接練習、ビジネスマナーなど  
  

 

＜事業所アピール＞★事業所はキレイなビルの１階です。 

★就職後も、定期的に職場訪問や電話連絡を行いサポートします。 

 お気軽にご相談ください♪ 

 

 



施設紹介シート（R2.4 現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 ウェルビー名古屋駅前第 2センター 

運営法人 ウェルビー株式会社 指定年月日 平成 31年 2月 1日 

併設事業 無し 

住所 〒453-0015愛知県名古屋市中村区椿町 10-14 坪井ビル 3階 

電話 052-433-1020 FAX 052-433-1021 

メール info@welbe.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.welbe.co.jp 

アクセス 各線 名古屋駅太閤通南口 徒歩 6分 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 精神 発達 知的 身体 難病 

支援者数 5名 

令和元年度実績 利用者数（月平均） 1日 約 20名，就職者数 1名 うち離職者数  0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 
 
 

 

 

 

  
随時、事業所の見学やご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。 

 

就労移行支援事業所 

ウェルビー名古屋駅前第 2センター 
TEL 052-433-1020 FAX 052-433-1021 

 

一人一人に合った方法で  長期の就労を目指します！！ 







施設紹介シート（Ｒ2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所「マーム」 

運営法人 NPO法人障がい者自立支援センターなごや 指定年月日 平成２３年４月１日 

併設事業 就労定着支援事業 ／ 相談支援事業 ／ 放課後等デイサービス 

住所 〒４６０-００２１ 名古屋市中区平和一丁目１番２０号東別院３番出口ビル９階 

電話 ０５２-３３９-００２２ FAX ０５２-３３９-００２７ 

メール shurou-marm@sand.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.npo-marm.com 

アクセス 地下鉄名城線東別院駅３番出口すぐ ／ 金山総合駅北口から徒歩７分 

利用定員 ６０名 利用者の主たる障害 特に定めていません 

支援者数 サービス管理責任者１名 ／ 就労支援員 6名 ／ 生活支援員 4名 ／ 職業指導員 6名 

令和元年度実績 利用者数（月平均） 54名，退所者数 32名 ( うち就職者数 31名，うち離職者数 1名 ) 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など  

≪テ ー マ≫ 

障がいについての理解 

身だしなみについて 

通勤時のマナーについて 

※ その他にも様々なテーマがあります。 

 

【人間教育の取組】 

【 あいさつ・お辞儀の練習 】 
社会人として活躍するためにはコミュニケーションは欠か

せません。しかし、コミュニケーションを苦手と考えている

訓練生はたくさんいます。そこで、コミュニケーションの基

本である『あいさつ』を初期の訓練から取り入れ、身につく

まで繰り返し行います。表情や声の大きさに気を付けなが

ら気持ちの良いあいさつができるように練習しています。 

【就労準備講座】 

【 ボールペン作業 】 
組立・分解と単純作業を繰り返し行います。 

単純作業であっても集中力が持続できるよう

に訓練します。 

立位で作業を行なう為、 

足腰の筋力等を養う事 

も目的としています。 

【教材訓練】 

【 ボルトナット作業 】 
「ボルト」「ワッシャー」「ナット」を使って、 

指先の訓練をします。弱すぎず、強すぎず、 

指先の力を調整します。また、ナットの向きを 

確認したり、「マニュアル」 

を見て正確に組立てる 

ことが必要になります。 

【資格取得の取組み】 

【 パソコン作業 】 
パソコンを触ったことがない方、不安な方は、「タイピ

ング」から練習します。事務系のお仕事を希望される方

は、「Word」「Excel」を中心に 

取り組んで頂きます。 

Microsoft Office Specialist 

の資格取得に向けての取り組み 

も行なっています。 

【 漢字検定 】 
頑張った成果が実感できる取組みとして漢字検定を行な

っています。合格することで、ご本人の自信にもつながっ

ていきます。 

また、履歴書の「資格免許」の欄に記入 

することができますし、企業様に対しても、 

どの程度の漢字を読むことができるかの 

判断材料にして頂く事もできます。 

 就労に 

必要な事 

柄について、

他の訓練生の

意見も参考に

しながら学ん  

でいきます。 

 
様々な 

体験をして 

頂く為に左記

の 2つの訓練

以外にもたく

さんの訓練を 

用意してい 

ます。 

【 経過 】 
開所し 9年が経過し、10年目を迎えます。これまでに多く

の方が就職されました。皆さん職業人として立派に活躍さ

れ、各企業の皆様からも称賛のお言葉を頂いております。 
【 定着支援 】 
就職された方々に対しては、安心して働き続けて頂けるよう

に定期的な職場訪問をはじめ家庭との連携を深め、職場定着

支援にも力を入れています。 





施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 チームＫ／ステラビィ就職塾 

運営法人 株式会社チームＫコンサルティング 指定年月日 平成 23年 10月 1日 

併設事業 就労定着支援 

住所 〒460-0003 名古屋市中区錦 2丁目 3番 11号 ニシキ 21 ビル 3Ｆ 

電話 052-265-9992 FAX 052-265-9993 

メール katayama@teamkc.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.teamkc.jp/sworks/ 

アクセス 地下鉄桜通線 丸の内駅 5番出口 徒歩 1分 

利用定員 35名 利用者の主たる障害 精神障害 身体障害 発達障害 

支援者数 14名 

令和元年度実績 利用者数（月平均） 31名，退所者数 35名うち就職者数 30名 うち離職者数 3名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 あるく伏見 

運営法人 カタリスト株式会社 事業開始日 平成 24年 4月 1日 

併設事業 就労継続支援 B型 就労定着支援 

住所 名古屋市中区栄 2-2-17 名古屋情報センタービル 2F 
電話 052-228-0470 FAX 052-308-3264 

メール a_fushimi@catalyst.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.catalyst.jp/ark/index.html 

アクセス 伏見：東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩 6分   

利用定員 10人 利用者の主たる障害 精神障害・知的障害・発達障害 

支援者数 6名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）   5名，退所者数   2名うち就職者数   2名 うち離職者数   0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

あるく伏見の特徴 

 多岐にわたる訓練・カリキュラムを提供し利用者の就労と自立に向けた支援をしております。報告・

連絡・相談がしっかりできるよう、訓練に取り入れています。 

 

訓練内容 

〇個別カリキュラム 

PC(Excel・Word)・Mac(イラストレーター・フォトショップ)・軽作業・企業研究・応募書類作成(完成度の

高い履歴書・職務経歴書の作成・採用面接への対策を目的としています) 

〇各種講座への参加 

ビジネスマナー・就活講座(基礎知識・マナーを学び実践へ繋げられるようにします) 

法律知識講座(労働・就労に関係する法律の基礎を習得します) 

〇グループワーク 

ウォーキング・感情表現・ストレス・コミュニケーション・アサーション等 

〇就職後の定着支援 

定期的な企業訪問や、個人面談を行ったりしています。 

仕事の不安を、全力でサポートします!! 

  

 

 

〇古本販売 

Amazonへの出品 

中区役所など、外部での販売 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 エール名古屋 

運営法人 A-LL株式会社 指定年月日 平成 25年 4月 1日 

併設事業 なし 

住所 名古屋市中区金山二丁目６－１４ HAT ビル３F 

電話 052－684－4156 FAX 052－684－4157 

メール info@a-ll.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  

アクセス 金山駅 1番出口より徒歩 7分 

利用定員 ２０名 利用者の主たる障害 障害問わず 

支援者数 ５名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）   １０  名，退所者数  ６名うち就職者数  ５ 名 うち離職者数   ０ 名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

作業訓練やパソコン訓練、ビジネスマナー、余暇活動等を通して各々の可能性が拡がるようお手伝いをしていま

す。 

また、実践訓練や体験実習、職場見学を行うことでより具体的な就労イメージを持っていただいております。 

 

＜PR> 

エール名古屋では人との関わりを大切にしています。 

訓練では、一人ひとりに合った訓練を提案し、それぞれのペースで訓練に取り組んでいただいております。 

事業所内は明るい雰囲気で笑顔が絶えない環境です。そんな中でそれぞれの個性と向き合い、自信に繋がるよう

働きかけています。 

見学・相談等は随時受け付けています。お気軽にご連絡ください。 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名   就労移行支援事業所テリオス 

運営法人  株式会社ＴＥＲＩＯＳ 指定年月日 平成 ２６ 年 １ 月 １ 日 

併設事業  就労継続支援 A 型  テリオス Alpha 

住所  愛知県名古屋市中区金山１-９-２０ 昌伸ビル ８階 

電話  ０５２－２６５－５０７１ FAX  ０５２－２６５－５１０６ 

メール terios-info@terios-d.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http：//www.terios-d.co.jp 

アクセス  地下鉄金山駅６番出口 徒歩５分、JR・名鉄金山駅 北口から 7分 （ビル１階 北川クリニック） 

利用定員  ２０名 利用者の主たる障害  精神・身体 

支援者数  ８名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）   １６名，退所者数  ２１名うち就職者数  １６名 うち離職者数   ３ 名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

就労移行支援事業所テリオスでは、「IT特化」型の就労移行支援を目指しています。 

 Excel や Word はもちろんプログラミングなど、オフィスワークへの就労に視点をおい

て PＣを扱うことを基本とした訓練を行います。  

 

 訓練内容については、個別に「将来の希望」や「本人の特性」を考慮しながら 

   ・パソコン訓練カリキュラムの立案と実践 ・・・・PCスキル訓練 

   ・社会人として必要なビジネスマナーの訓練 ・・・・SST 

   ・個々の特性と課題を自ら考え、取り組む訓練 ・・・・ミニ SST 

 上記の基本的な訓練の考え方のもと、以下のような訓練を行います。 

 

 訓練カリキュラム 

  ・オフィスでの事務業務を目指す方 

文書作成（Word）、表作成（Excel）、プレゼンテーション資料制作（PowerPoint） 

 ・技術職を目指す方 

プログラミング（JAVA等）、WEBコンテンツ制作（HTML、CSS） 

モバイルアプリ制作（iPhoneアプリ、Androidアプリ） 

  ・SST 

  社会人として、或いはビジネスマンとして、活動の時々のシーンに応じて必要な 

  基本的なマナーを学ぶ 

 ・ミニ SST 

  個々人が自身の特性に気づくこと、その特性を活かし、社会に適応する取り組みを  

個々人の特性の組み合わせなどを考慮しながら、少人数で実施します 

 ・その他、訓練生自ら企画運営する Gｒワークや、運動プログラム等もあります。 

      PC訓練風景              Grワーク風景  

          

 

 

 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 Noto カレッジキャリアセンターNEXT 

運営法人 株式会社 Noto カレッジ 指定年月日 平成 30年 9月 1日 

併設事業 Noto カレッジウィズ（就労定着支援） 

住所 名古屋市中区栄 2-4-12 トーシン本町ビル 4階 

電話 052-212-9610 FAX 052-212-5810 

メール next@notocolle.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://notocolle.co.jp 

アクセス 地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅 4番出口徒歩 5分、地下鉄東山線・名城線栄駅サカエチカ旧丸栄出口徒歩 6分 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 精神・発達・知的・身体 

支援者数 6名 

令和元年度実績 利用者数（月平均） 1日 15名，退所者数 12名うち就職者数 9名 うち離職者数  0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

【キャリアセンターNEXT で出来ること】 

就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練や求職活動に関する支援を行います。 

働くうえで大切なビジネスマナーやスキルなどを学ぶことが出来る講義、実際の職場に近い環境での作業訓練、履

歴書作成や面接練習、PC 訓練など利用者の方のニーズに合わせた支援を提供します。また、就労についてのサ

ポートだけでなく生活に関する相談も受け付けています。 

働きたいけどどう就職活動を進めていけば良いのかわからない方、将来に不安を抱えていらっしゃる方、生活リズム

を見直して新しいスタートを切りたいかた、まずは相談のみでもお気軽にお問合せください。 

 

【Noto カレッジについて】 

運営法人の Noto カレッジは、岐阜県大垣市で 2013 年より事業を開始し、すべての人が社会で活躍できるための

フィールドづくりを目指し活動しています。 

現在は、大垣市内において就労移行支援事業所、就労継続支援 A 型・B 型事業所、放課後等デイサービス事業

所、相談支援事業所等複数の事業所を運営し、学生の方から成人の方まで幅広く就労のために必要なサポートを

提供しています。 

実績としては、事業開始からの 5 年間に約７０名（2020 年 3 月現在）の就職者を送り出しており、定員 10 名に対

しての就職率は 100％を超え、就職後半年以上の継続就労率（定着率）は 80％以上となっています。 

 

【キャリアセンターNEXTの特徴】 

□障がい福祉分野での経験豊富なスタッフが、利用者様ひとりひとりの個性や状況に合わせて定年に支援を行な

います。 

□複数分野の事業で培ったノウハウを活かし、より実践に近い訓練を提供します。 

□訓練時間を活用し、社会人としてのビジネススキルからプログラミングまで、幅広い分野のオンライン授業を受講

することもできます。 

□事業所は地下鉄伏見駅と栄駅のちょうど真ん中あたりにあり、近隣に商業施設も多いため、非常にアクセスしや

すく便利な立地です。 

 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 脳卒中・身体障害専門就労支援センター「リハス」 

運営法人 株式会社クリエイターズ 指定年月日 平成 30年 10月 １日 

併設事業 訪問看護ステーション「リハス」名古屋緑 

住所 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目 3番 25号 Miz ビル 5階 

電話 052−253−8742 FAX 052−253−8743 

メール s_fujita@k-qol.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://rehas-job.k-qol.com/ 

アクセス 地下鉄丸の内駅より徒歩６分 

利用定員 20 利用者の主たる障害 身体障害、高次脳機能障害、難病等 

支援者数 6名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）    15名，退所者数  7名うち就職者数    4名 うち離職者数    0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 
 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 フロンティアリンク名古屋キャリアセンター 

運営法人 フロンティアリンク株式会社 指定年月日 平成・令和 元 年 6月 1日 

併設事業  

住所 名古屋市中区丸の内 2-12-26丸の内セントラルビル 2F 

電話 052-684-9511 FAX 052-684-9277 

メール Career_nagoya@frontier-link.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https//career.frontier-link.jp/ 

アクセス 名古屋市営地下鉄桜通線・鶴舞線 丸の内駅より徒歩 5分 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 精神障害者 

支援者数 7名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）     14名，退所者数   4名うち就職者数    3名 うち離職者数    1名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

◎1人 1台専用のパソコンをご用意しており、自分のペースで学習することが出来ます。 

◎専門職員が ITスキル・パソコンスキルを基礎から指導、エンジニアや事務職への道を、 

サポートします。 

◎実践課題をご提供しており、就職後に役立つスキルを習得することが出来ます。 

 

 

【IT/Webエンジニアコース】 

ホームページやスマホアプリの作成などを通じ、IT/Webエンジニアとしての基本的な技術から習得し、ご自身の 

興味・関心に合わせて学ぶ方向を選び、就職先を考える事ができます。 

 

【オフィシャルスペシャリストコース】 

「エンジニアは難しそうだけど、パソコンには興味がある」という方におススメのコースです。ワード・エクセル等の 

Office ソフトの基本的な使い方はもちろん、マクロ/VBA と呼ばれるアプリケーションソフトの拡張機能まで覚える 

事ができ事務作業の効率化を行えるようになります。 

 

【就活・就労サポート】 

座学講座を通して、ビジネスマナー・履歴書の書き方・面接練習を行います。 

個別のご相談も随時行っております。 

就労後は定期的な職場訪問とヒアリング・体調などに関する相談・その他必要なフォローアップを行います。 

 

 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 ココトモカレッジ金山駅前校 

運営法人 株式会社ネットアーツ 指定年月日 令和   1年 6月  1日 

併設事業  

住所 愛知県名古屋市中区金山一丁目 9番 19号 ミズノビル 7階 

電話 052-684-8666 FAX 052-684-7721 

メール info@cocotomo-college.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.cocotomo-college.com/ 

アクセス 金山駅北側出口から徒歩 5分（JR本線・中央線/名鉄/地下鉄名城線でアクセス良好） 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 主たる障がいの特定はしない 

支援者数 6名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）      10名，退所者数   2名うち就職者数    2名 うち離職者数    0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

在宅支援も 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 ワークナビふくえ 

運営法人 社会福祉法人 共生福祉会 指定年月日 平成 29年 10月 1日 

併設事業  

住所 名古屋市昭和区福江 1-19-12 

電話 052-882-1194 FAX 052-880-1900 

メール hukue@almond.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://fukue.wappa-no-kai.jp/ 

アクセス 地下鉄 名城線 東別院駅から徒歩 10分  市バス 東郊通 3丁目から徒歩 5分 

利用定員 20 利用者の主たる障害 精神・発達障害 

支援者数 4 

令和元年度実績 利用者数（月平均）    9名，退所者数 14名うち就職者数 11名 うち離職者数 0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

1F はスペースを広く取り過ごしやすい空間で

ゆったりと勉強が出来ます。 

2F はオフィスの様な空間で就職に備えて職場

で働いているような感覚で勉強が出来ます。 

＜パソコンのカリキュラム＞ 

Word・Excel・PowerPoint・Accessを 

個別のレベルに合わせて選べます。 

※MOS試験を目指すこともできます。 

＜その他のカリキュラム＞ 

簿記・伝票処理・名刺の作成など 

施設外就労（就労体験） 

パソコンの電源はどこ？そこからスタートです。 

何度でも同じ質問をしても大丈夫です。 

理解出来るまで何度でも教えます。 

そ の 人 そ の 人 に 合 っ た プ ロ グ ラ ム を 

一緒 に考えます。 

その方に合った教材を取り揃えています。 





施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 ご縁 

運営法人 特定非営利活動法人くらし応援ネットワーク 指定年月日 平成 21年 10月 1 日 

併設事業 就労継続支援事業所 B型、グループホーム、相談支援事業所、愛知県地域生活定着支援センター 

住所 名古屋市熱田区金山町１丁目８番１３号 彫清ビル南館 702号 

電話 052-228-8989 FAX 052-228-8981 

メール goen@kurashi-o-en.org ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.kurashi-o-en.org/goen 

アクセス 金山総合駅南口より南へ徒歩３分 

利用定員 ２０名 利用者の主たる障害 障害をお持ちの方(障害種別は特定いたしません) 

支援者数 管理者・サービス管理責任者各１名、生活支援員３名、就労支援員３名、職業指導員３名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  25 名，退所者数 16名うち就職者数 10名 うち離職者数  2 名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

 

 

 

「生きにくさ」がある利用者様に 

・いろいろなプログラムを用意しています 

   様々な企業様での実践実習(工賃支給)、ベーカリーでの製パン・製菓・販売、 

ビジネスマナー、PC練習、スポーツを通して基礎体力つくり等のいろいろな 

体験をし、社会性、就労能力を学んでいただきます。 

介護実習にも特化し、希望者にはヘルパー体験をしていただける実習もあります。 

・個々の潜在能力の向上 

   本人のレベルに合わせた勉学の機会を設け、基礎学力を上げてゆきます。 

・資格取得を応援します 

   資格を取りやすいよう、制度を設け果敢に挑戦し、自信につなげます。 

   高卒認定や初任者研修等を取得した利用者様が多数います。 

・長く働けるよう支援します 

   ご本人の希望と、特性に合った就職先を一緒に決め、就職フォローを行います。 

また、就職後も職員による面談の機会や企業訪問をおこない、就労継続を目指します。 

 

就職実績 

・名古屋市図書館               ・医療法人              ・サイト運営会社 

・名古屋市内保育園              ・製麺会社              ・製造業 

・飲食店（中華店、レストラン、居酒屋等） ・アウトソーシング企業        ・スーパーマーケット 

・クリーニング業                 ・障害者福祉施設          ・塗装業 

・高齢者介護施設               ・靴販売員               ・美容院         など 

 

きのうより今日、今日より明日、もっと輝く自分になる 

ご縁は“ふところの深い支援”を提供します 



 

施設紹介シート（R.1.5.1  現在の状況について） 

事業所名 名身連第一ワークス・第一デイサービス 

運営法人 社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 指定年月日 平成 ２３ 年 ４ 月  １日 

併設事業 就労継続 B型事業、生活介護事業、就労定着支援事業 

住所 名古屋市熱田区横田二丁目 4番 22号 

電話 ０５２－６７１－５２２５ FAX ０５２－６７１－２９９２ 

メール dai1works@meishinren.or.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.meishinren.or.jp/ 

アクセス 

地下鉄：名城線「神宮西」下車②番出口より徒歩 8分 

名鉄 ：名古屋本線「神宮前」下車徒歩 8分 

ＪＲ  ：東海道本線「熱田」下車徒歩 1分 

市バス：「熱田駅」下車すぐ 

利用定員 6名 利用者の主たる障害 身体、知的、精神 

支援者数 3名 

平成 30年度実績 利用者数（１日平均）   ５．２名，退所者数 ３名  うち就職者数  ３名  うち離職者数  ０名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

名身連では、相談から定着まで一貫した支援を行います。また、就労するうえで必要な生活支援については、地域の基幹支援センター、

就労支援センターめいしんれん等の関連機関と連携しご本人をサポートします。 
利用開始前  ・職業相談 

※これまでの状況やご本人の希望をうかがいます。         ・施設にて、作業体験、職場体験を行います。（おおむね１日～１週間以内）    ⇓ 
就職準備    ご本人の課題を明確にし、個別支援計画を立てます。 
〈施設内の支援〉①アセスメント（職業評価）         ②就業準備性をつけます。           働くうえで必要なマナー、通勤、あいさつ等を模擬職場をとおして身につけます。         ③職業訓練 希望職種によって職業的なスキルを身につけます。          例）パソコンスキルの向上、事務職での電話応対、清掃、軽作業等。 
〈施設外での支援〉①職場見学 ②職場実習 ③就職者からの話を聞きます。   様々な職場を見学し職場実習を行うことや、先輩就職者からの話を聞き働くイメージ作りを行います。    ⇓ 
求職活動    ①履歴書の書き方や面接学習を行います。          ②管轄のハローワークへ登録します。（支援員が同行します）          ③愛知障害者職業センターへ登録し、就労後のフォローアップ体制を整えます。          ④希望職種や条件が決まり次第、ハローワークと連携をとり、求人情報を収集します。          ⑤就職面接          ⑥就労前実習を希望される場合は、職員が同行し支援します。また、採用にむけ職場           との調整を行います。    ⇓   就 職   ①就労初期支援として、職員もしくは同法人内のジョブコーチが支援を行い、           作業支援、職場内での関係者との調整を行います。          ② 定着支援          ・職員もしくは同法人内のジョブコーチが支援に入り、職場環境の変化やご本人の 

状況が変化した際にも継続して働き続けられるように支援を継続します。 



 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 名 古 屋 市 障 害 者 雇 用 支 援 セ ン タ ー 

運営法人 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 指定年月日 平成２４年４月１日 

併設事業 就労定着支援事業、名古屋市障害者就労支援センター事業（※） 

住所 名古屋市熱田区千代田町２０－２６ 

電話 ０５２－６７８－３３３３ FAX ０５２－６８３－５２５０ 

メール koyoshien@nagoya-shakyo.or.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nagoya-shakyo.jp/ 

アクセス 名古屋市営地下鉄 名港線「日比野」駅３番出口 徒歩１０分 

利用定員 ２０名 利用者の主たる障害 知的障害、精神障害、発達障害 等 

支援者数 ８名 所長・副所長（管理者・サビ管）・職業指導員２名・生活支援員１名・就労支援員３名  

令和元年度実績 利用者数（月平均）  １８．０名，退所者数 ２２名 うち就職者数 １９名 うち離職者数 ３名 

特徴１：名古屋市社会福祉協議会が運営しています 

名古屋市障害者雇用支援センターは、平成２４年 

４月１日から、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議 

会（社協）が運営しています。名古屋市内にお住まい 

の方が、その人らしい自立した生活がおくれるよう支援 

をしていくのが社協の役割です。当センターも一般就労 

を希望される障がいのある方の職場探しから就労後の 

職場定着のための支援まで、ご家族とともに地域の関 

係機関等と連携して行っています。 

 

特徴２：多彩なプログラムで一般就労を目指し  

ます。毎年約２０名の就職者実績あり 

製造・検品作業を疑似的に体験するトレーニングを取り入

れています。実際に体験することで作業遂行力ＵＰや、不得

意な事の補完方法（ミスを減らすための工夫やその方法の習

熟）を学んでいただけます。他にビジネスマナーや仕事上での

コミュニケーションのとり方、ストレスへの対処など、多彩なプロ

グラムがあり、担当職員がついて会社見学や面接同行などを

実施し、個別的に一般就労を目指し、就職者は毎年約２０名

の実績があります。 

 

特徴３：就職後のサポート・就職後の職場定着支援（職場訪問）に力を入れています 

就職された方が長くはたらき続けるための「職場定着支援」にも力を入れています。 

当センターでは、職場定着支援のための担当支援員による訪問・面談活動に重点的に取り組んでお

り、ご本人・職場の方の安心感のさらなる向上や、現状の早期把握・対応に努めています。  
（※）当事業所は、国事業である障害者就業・生活支援センターの名古屋市版である障害者就労等の 

相談支援機関の一つでもあります（市内に国指定１カ所も含め４カ所あります）。 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 パッソ熱田校 

運営法人 Man to Man Passo 株式会社 指定年月日 平成 25年 7月 1日 

併設事業 就労継続支援 B型事業所、放課後等デイサービス 

住所 〒456-0031 名古屋市熱田区神宮三丁目 7番 26号 たから神宮ビル 7F 

電話 052-678-8277 FAX 052-678-8278 

メール passo@mmg.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mmg-passo.com 

アクセス 名鉄神宮前駅 1分、地下鉄名城線 伝馬町駅 3分、 市バス 神宮東門からすぐ前 

利用定員 3０名 利用者の主たる障害 知的・精神・発達・身体障がいのある方 

支援者数 8名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  27 名、退所者数 32 名 うち就職者数 18 名 うち離職者数 4 名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

●就職支援プログラム 

大学等の最終学年で就活に困っている方へ、就職に必要な支援を行います。 

●復職支援プログラム 

現在、会社を休職中の方へ、復職するために必要な支援を行います。 

【訓練内容】 

1. パソコンスキルアップ  

Excel、Word、PowerPointを基礎から学ぶ(目標 日本情報処理検定)。 

2. 職場適応促進のためのワーク 

OA作業(文章、数値入力、ファイルの整理など)、事務作業(数値チェック、物品請求書作成)、 

実務作業(ピッキング、ファイリングなど)、軽作業(重さ計測、プラグ・タップの組立て)。 

3. ビジネスマナー研修 

身だしなみチェック、接客(お茶だし、電話対応のロールプレイ)、環境整備(ゴミ回収)。 

4. 就活プログラム 

企業研究(就職したい企業を調べる、求人検索)、自己分析、履歴書・職務経歴書の書き方、 

面接対策などの就活スキルの取得。 

5. 個別スキルアップ 

目標達成のための補足訓練。 

6. 模擬訓練 

通勤訓練、バーチャルオフィスでの作業訓練。 

7. 相談および支援 

8. コミュニケーション 

イベント、グループワーク。 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 ロード 

運営法人 一般社団法人あいち福祉振興会 指定年月日 平成 ２７年 ２月 １日 

併設事業 就労継続支援 A型 じんぐう 就労定着支援 Sustain 相談支援 ふぉれすと 

住所 名古屋市熱田区伝馬１丁目２番６号 

電話 052-684-5888 FAX 052-684-5889 

メール info@aifuku.or.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://aifuku.or.jp/ 

アクセス 名城線 伝馬町駅より西へ徒歩 ２分  名鉄神宮前駅より 徒歩 15分 

利用定員 15 利用者の主たる障害 特定なし 

支援者数 ７ 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  12名，退所者数 12名うち就職者数 10名 うち離職者数  1名 

ロードのサービスについて 
臨床心理士の資格を持ったスタッフの定期的な心理相談やグループワークなどで問題解決や課題整理をおこないながら多彩な 

カリキュラムを受けることが可能です。 

【就職準備カリキュラム】 

色々な方の適性や希望に合うよう、様々なカリキュラムを用意しています。より良い就職をするために、知識やスキル、資格を取得

して行きましょう。まだ毎日通う自信がない方は、生活リズムを整えるところから始められます。  

 

自己分析  適性検査や自己分析など、ご自身のニーズや特性を整理・分析できる様々なツールを用意しています。 

 

ビジネススキル 

仕事に役立つ学習カリキュラムを 100 コース以上用意して

います。 

 「伝える力」スキルアップ 

 仕事の基本 ホウ・レン・ソウ、電話応対、敬語 

 仕事の覚え方 など   

 

資格取得のサポートビジネススキル 

ご希望に応じて資格取得のサポートをしています。 

 Wordの資格 

 Excelの資格 

 パソコン検定 

 ビジネスマナーの資格 

 介護職員初任者研修 など  
 

パソコン関連 

 パソコンの使い方基礎 

 タイピング 

 インターネットの使い方 

 Windowsの基本操作 

 Word 基本編、活用編 Excel 基本編、活用編 など  
就職後のアフターフォロー 

ご本人が就職後も、職場と業務に慣れるまで継続的に支援しま

す。必要に応じて企業や関係機関、ご家族の方とも連携を取り支

援します。 

仕事に役立つ学習カリキュラムを 100コース以上用意しています。  



 施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 LITALICO ワークス金山新尾頭 

運営法人 株式会社 LITALICO 指定年月日 平成 30年 5月 1日 

併設事業 就労定着支援事業 

住所 〒456-0018 愛知県名古屋市熱田区新尾頭三丁目 1番 18号 WIZ金山 3F 

電話 052-678-6308 FAX 052-678-6309 

メール info_kanayamashinoto_wk@litalico.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://works.litalico.jp/ 

アクセス 市営地下鉄・JR 線・名鉄線『金山駅』徒歩 6 分 市営バス「新尾頭町（金山行き）停」より徒歩 2 分 

利用定員 20 利用者の主たる障害 主たる障害の特定はしない 

支援者数 7名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  20名，退所者数  32名 うち就職者数  22名 うち離職者数  3名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 ココ・カラ・フル 

運営法人 株式会社ゲオビジネスサポート 指定年月日 令和   1年 5月 1日 

併設事業 なし 

住所 愛知県名古屋市熱田区新尾頭３丁目４番４５号 第２林ビル 2階 

電話 052-678-6334 FAX 052-678-6335 

メール cococolorfull@geonet.co.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://cococolorfull.com/ 

アクセス 金山総合駅南口から徒歩 6分 

利用定員 20名 利用者の主たる障害 主たる障害の特定はしない 

支援者数 10名 

令和元年度実績 新規開所年度の為、実績については事業所へ直接お問い合わせください。 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

 



施設紹介シート（R2.4.1  現在の状況について） 

事業所名 めいせい元気ハウス 

運営法人 特定非営利活動法人なかよし 指定年月日 平成 21年 4月 1日 

併設事業 就労継続支援 B型 

住所 名古屋市中川区西伏屋二丁目 1419番地 

電話 052-304-2216 FAX 052-304-7329 

メール ｇenki996@major.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://nponakayoshi.wixsite.com/mysite 

アクセス 市バス伏屋橋より徒歩 5分 JR関西線春田駅より徒歩 13分 

利用定員 6名 利用者の主たる障害 精神 知的 

支援者数 2名 

令和元年年度実績 利用者数（月平均） 1.1名，退所者数名 うち就職者数 名 うち離職者数 0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

【事業所の特徴】 

・就労継続支援 B 型事業所と併設しており、元気ハウスを利用しながら不定期にグループワークを開催し、互いの

障害を理解しながら意見交換会をしていく中で「自主性」を大切にしています。 

・日中活動は月刊誌の配送業務委託を受けており、そこから工賃をお支払いしています。 

・就労移行だけでなく就労継続支援 B型事業所からの就労支援も行っています。 

 

【支援内容】 

・就職前段階として「仕事ができる力」を目指します→安定した生活リズムの確立、体力づくり、人との関わり方や労

働の意義などを学んで頂きスキルアップを図ります。 

・在籍されている方だけでなく、就職後のフォローアップとして職場訪問や、気軽に事業所へ来所して頂けるように

サポートさせて頂いています。 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 ら・びすた 

運営法人 
特定非営利活動法人 

学習障害児･者の教育と自立の保障をすすめる会 
指定年月日 平成 23年 4月 1日 

併設事業 見晴台学園 

住所 名古屋市中川区柳森町 1911 

電話 052-354-0354 FAX 052-700-6087 

メール gakuen@miharashidai.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  

アクセス 
地下鉄東山線、JR関西線、近鉄八田駅下車徒歩７分 

あおなみ線小本駅下車徒歩 5分 

利用定員 
自立(生活)訓練：14人 

就労移行支援 ： 6人 
利用者の主たる障害 

発達障害 

（学習障害、知的障害、精神障害など） 

支援者数 約 12名（ボランティア含む） 

令和元年度実績 

利用者数（月平均） 

自立（生活）訓練：14名 ，退所者数 なし うち就職者数 なし うち離職者数 なし 

就労移行支援  ： ⒋名 ，退所者数 なし うち就職者数 なし うち離職者数 なし 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など   

＜自立(生活)訓練＞  将来働くための準備段階として、【できる】【やれた】【頑張れた】など成功体験を積み重ね、人とつ
ながる力を育み、自分らしく生きる力を培う場所。 

公共交通機関の利用、セルフケア、読み書き計算の基礎学力、キャンプ、スキーなどの取り組みを

通して、｢自分で決める力｣をつけることを目的にスクール型で行います。 

具体的には…    コミュニケーション（グループ活動）    学習・活動（言語と数量、芸術と文化、運動文化とからだ）    日常生活（みだしなみ・衛生面） 

社会生活（マナー・公共交通機関の利用・買い物・電話のかけ方・金銭管理・ 

スマホ、パソコンの使用など） 

 

＜就労移行支援＞  将来的に一般企業へ就労することをめざし、働くための力と姿勢の習得をスクール型で取り組み、
「職業人講座」「生活者講座」の二つの活動を軸に、職場見学・実習に取り組み、障害者職業センタ

ーやハローワークなどの公的機関と連携し就労支援を行います。   具体的には…    職業人講座：コミュニケーション（グループ活動）          テーマ学習・活動（木工、絵画、音楽、スポーツなど）          職場見学・実習、進路研究    生活者講座：日常生活（みだしなみ・衛生面） 

社会生活（マナー・公共交通機関の利用・買い物・電話の応対・金銭管理・ 

スマホ、パソコンの使用など） 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 明和寮 港ジョブトレーニングセンター 

運営法人 社会福祉法人名古屋ライトハウス明和寮 指定年月日 平成 20年 1月 1日 

併設事業 

就労定着支援事業「明和就労定着支援事業」、就労継続支援 B型事業「ビーサポート」 

生活介護事業「ぷちとまと」、同行援護 重度訪問介護等事業「みなとガイドネット」 

相談支援事業「明和障害者相談センター」 

住所 名古屋市港区十一屋 1-70-5 

電話 052-383-4381 FAX 052-383-4532 

メール minato-job@nagoya-lighthouse.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.lh-meiwaryou.com 

アクセス あおなみ線 稲永駅より徒歩 8分、 市バス 一州町より徒歩 5分 

利用定員 14名 利用者の主たる障害 身体・知的・精神・発達 

支援者数 6名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  15.5名，退所者数 11名うち就職者数 7名 うち離職者数 1名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

事業開始後、これまでに 90名以上が企業に就職されてみえます。 

障害別では知的障害をはじめ、精神障害や発達障害の方のご利用が増えてきています。職歴のない方には

会社でのマナーやルールを学び、コミュニケーション能力を高めるために定期的に SST講座を実施。人づき合

いのコツを身につけてもらうよう取り組んでいます。 

 

みなさんの強みが職場で発揮できるように、港ジョブトレーニングセンターの“模擬職場”で様々な訓練プログラ

ムを体験し、得意な作業や苦手な作業を見つけ、自分のやりたい仕事、向いている仕事を見つけて就職活動

を一緒に行っています。 

定着率 90％以上 

就職後も安心して働き続けられるよう、しっかりサポート。 

就職された日から最長で 3 年 6 ヶ月間は職場訪問や面談で悩みや不安がないか確認しています。ご家族や

企業とも連携して長くお仕事が続けられるように支援を行っています。 

OB会は憩いの場 

定期的に OB会を実施し、一緒にトレーニングした仲間との再会や 

仕事でのストレスを発散するために、カラオケやボーリング、ゲーム大会など 

楽しく開催しています。 

 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 ユニオンワークス 就労移行支援事業所 

運営法人 社会福祉法人 大幸福祉会 指定年月日 令和 ２年 ４月 １日 

併設事業 就労継続支援 B型事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス事業所、相談支援事業所 

住所 〒４５５－００４６ 名古屋市港区大手町６－３３－３ 

電話 （０５２）６５２－１００１ FAX （０５２）６５２－１０１０ 

メール yoshida@unionworks.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.unionworks.jp/ 

アクセス あおなみ線「稲永」より徒歩 8分、地下鉄「築地口」より徒歩 20分、市バス「大手橋」より徒歩 5分 

利用定員 6名 利用者の主たる障害 知的障がい、発達障がい、精神障がい 

支援者数 管理者 1名、ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 1名、就労支援員 1名、職業指導員 1名、生活支援員 1名 

令和元年度実績 令和 2年度 4月より新規開設のため実績はなし。 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

★ユニオンワークスの４つの可能性★ 

その１．社会福祉法人ならではの多様なサービス（就労・生活・相談）を用意する事ができ、利用者様のニーズに合

わせた就労・生活支援が可能。 

その２．現場支援員（就労支援員・職業指導員・生活支援員）が全員民間企業経験のある支援員である事から、

様々な側面からのアプローチが可能。 

その３．職業準備において、模擬訓練からインターンシップなど実際の業務体験につなげていく事で、スモールステ

ップで一般就労を目指す事が可能。 

その４．業務遂行能力はあるが、障がい特性上、通勤や通所に課題をお持ちの方に送迎サービス（地域限定）を用

意します。そしてその課題を克服していくために、通勤訓練を取りいれていきます。 

 

＜訓練内容＞ 

・SST（社会生活技能訓練）・JST（職場対人技能訓練）を、細かく場面を切り取りロールプレイしていきます。 

・事務業務・・・模擬訓練（受注・発注、請求業務、電話対応など） 

             ⇓ ステップアップ 

実務訓練（タイムカード作成、一連の郵送業務、外部資料の作成、パソコン業務、電話対応など） 

・軽作業訓練・・・模擬訓練（工具の組み立てと仕分け資料整理など） 

                    ⇓ ステップアップ 

       実務訓練（シール貼り、各種パッケージング業務など） 

・就労準備・・・面接対応、履歴書・職業経歴書の作成、職場実習、就職活動など 
 



施設紹介シート（R2.4現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所『るっく～あるて』（多機能型） 

運営法人 
ＮＰＯ法人  

学習障害児・者の教育と自立の保障をすすめる会 
事業開始日 

平成１３年 ７ 月 １ 日 

（平成１８年 10月 1日） 
併設事業 

ふるーる（自立訓練）、るしる（生活介護）、らぽーる（就労定着支援）  

るっくコーポレーション（就労継続 B型・生活介護）、ドーミトリーあちゃ（グループホーム） 

住所 
〒４５７－００５８   

名古屋市南区前浜通７丁目３２番地 蝶屋ビル 2階 

電話 ０５２－６２６－５２３５ FAX ０５２－６２６－５２３６ 

メール look-arute@coda.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://jrt-look.com/ 

アクセス 名鉄名古屋本線『本笠寺』駅から徒歩２分、市バス『笠寺西門』より徒歩５分 

利用定員 ８名 利用者の主たる障害 知的障害を中心に、発達障害、精神障害の方 

支援者数 サビ管１名、職業指導員１名、生活支援員、就労支援員１名/計３名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）６ 名，退所者数 ５ 名うち就職者数 4 名 うち離職者数 ０ 名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

   「るっく～あるて」で大切にしていること  
 一般就労を目指し、『働く』を応援していきます。 
 仕事ができる喜びを知り、働く楽しさを体感していきます。 
 自分らしさ（適性）を知り、失敗を恐れず、自分に自信を持って前に進んでいきます。 
 様々な経験を行い、より豊かな生活を目指していきます。 
 いつでも相談できる人や仲間がいる。家庭以外の居場所の一つになるような関係づくり 
をすすめます。              

 

 

 

 

★具体的な取り組み内容       ※若干ですが、お給料（奨励金）が出ます！ 
①定期的な研修…ヨガ、メイク講座、茶道、アートワーク、マナー講座等 
②不定期な研修…事業所見学・実習、成人を祝う会、スポーツレク大会、調理実習、社員旅行等 
③仕事（作業）内容…メッキ部品の下請け作業、ひも切り、医療品の検品＆封入といった 
軽作業など、現在は４つの会社から仕事を請けています。 

『るっく～あるて（就労移行支援）』では、 
『働き続ける』力と気持ちを育てて、           一般就労へつなげます！ 

その前段階として、 
『働きたい！』と思う気持ちの土台をつくる、 

『ふるーる（自立訓練）』もあります。 
自分らしく働くことを軸にしながら、健康で充実した生活を 
おくりたい方には、         『るしる（生活介護）』をおススメします。 

建物外観 





施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 大森授産所 

運営法人 社会福祉法人 大森福祉会  指定年月日 平成 21年 4月 1日 

併設事業 就労定着支援もやっています。「こみっと」   就労継続支援（Ｂ型） 

住所 〒463-0025名古屋市守山区元郷 1丁目 912番地 

電話 052-799-0020 FAX 052-799-0021 

メール selp-omori-1993@abeam.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.omori-hukushikai.server-shared.com/ 

アクセス 池下、砂田橋から大森車庫行バスに乗って、薮田バス停から歩いて 5分。矢田川堤防沿いです。 

利用定員 15名 利用者の主たる障害 知的障害の方が多いです。 

支援者数 職業指導員・生活支援員・就労支援員・就労定着支援員 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  6.6 名，退所者数   6名うち就職者数 5名 うち離職者数 1名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

大森授産所の就労移行支援で一緒に就職を目指しませんか? 

 「障害があっても一般社会で大きくはばたいてほしい」と願いを込め日々支援をしています。ぜひ、

一度ご見学ください！お待ちしております！  
              

    
 

愛される人柄を育むことが第一 

 

・できる範囲の事を一生懸命やる。     ・明るく、仲良く。 

・笑顔、あいさつ、清潔。         ・ありがとうと言う、すみませんと謝る。 

 

 

令和元年度就職者 

５名 
定着率 100％を目指しています！ 

土曜日や休日は

余暇活動を楽し

んでいます 

 
作業はタオルたたみ 
ギフト用の箱折作業

などです。 
それぞれの目標に向

かって取り組んでい

ます！ 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 ルクスキャリアセンター 

運営法人 ＬＳＣ株式会社 指定年月日 平成 30 年 9 月 1 日 

併設事業 - 

住所 名古屋市守山区小幡二丁目１番６号 

電話 052-737-1118 FAX 052-373-1100 

メール lux.careercenter@gmail.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://luxcareercenter.wixsite.com/home 

アクセス 名鉄瀬戸線「小幡」駅より守山区役所方面へ徒歩 9 分 

利用定員 20 人 利用者の主たる障害 精神障害・発達障害 

支援者数 6 名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）  18 名，退所者数  7 名うち就職者数   3 名 うち離職者数   0 名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

【わたしたちの PR ポイント】 

ずっと、「笑顔で働き続ける」をサポートします！ 

 

【ルクスキャリアセンターの特徴】 

１． 精神障害・発達障害をお持ちの方を主に支援しています 

２． 標準 6 ヵ月の短期就職型を目指します 

３． 選択理論心理学をベースにした支援体制 

４． 充実した職場見学と 2 種類の実習制度の実施 

 

【訓練内容】 

□選択理論心理学 

  より良い人間関係の構築を目指す心理学です。 

  健やかな思考を保つためのアイデアや、それを実践できるようなノウハウを学びます。 

 

□健康管理 

  毎日栄養バランスの取れたお弁当を無料で提供しています。笑顔で働き続けるには、健康管理も大切！ 

 

□カリキュラム 

  働き続けるために必要な生活リズム、集中力、体力、コミュニケーション能力を身に付けます。 

  施設内訓練から、見学・体験実習を通して、ご自身の適性を把握していきます。 

 

□職場見学・体験実習 

  ご自身の適性を把握していただく為に、職場見学や体験実習をします。 

 

 

 

 

随時、無料相談を受付しています。お気軽に、ご相談下さい。 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援 JOB FiND（ジョブファインド） 

運営法人 株式会社ハートリフォーレ 指定年月日 令和元年 9月 1日 

併設事業 
多機能型福祉サービス心暖（こはる） 宿泊型自立訓練・通所自立訓練 就労継続 B型作業所 

共同生活援助 ホワイト B   精神特化訪問看護ステーション家暖（かのん） 

住所 愛知県名古屋市守山区下志段味字北荒田 2353-2グランドマンションダン 1階店舗 

電話 052-736-3010 FAX 052-736-3035 

メール heartrifore@outlook.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 名古屋障害福祉.com 

アクセス 駅まで送迎あり。名鉄瀬戸線：印場駅・小幡駅 JR：神領駅 市バス：島の口 ゆとりーとライン：荒田 

利用定員 20 利用者の主たる障害 精神障害、発達障害、知的障害 

支援者数 6名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）    5名，退所者数   0名うち就職者数   0名 うち離職者数 0名 

事業所の特徴 
オンライントレーニングを取り入れ、在宅待機でも就労トレーニング実施が可能であり、実務での企業

の体験実習など個別に合わせた実習先に就労実習を行います。全ての利用者に合わせたプログラムが可

能です。毎年、特別支援校の実習受け入れも行っており、今年度も実習を行います。

 





施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 障害者支援施設 ひまわりの風 

運営法人 社会福祉法人 ひまわり福祉会 指定年月日 平成 23年 4月 1日 

併設事業 生活介護・施設入所支援・短期入所・指定特定相談支援・障害児相談支援 

住所 名古屋市名東区梅森坂 3丁目 3607番地 

電話 052-709-3811 FAX 052-709-3812 

メール himawarinokaze@gmail.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.kidoairaku.org 

アクセス 地下鉄星ヶ丘・本郷・平針の各駅から市バスで 15分「梅森荘」下車徒歩 3分 

利用定員 8 利用者の主たる障害 知的障害 

支援者数 4 

令和元年度実績 利用者数（月平均）    6.5名，退所者数  4名うち就職者数   4名 うち離職者数   0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

障害者支援施設ひまわりの風は、平成 23年 4月 1日より新体系移行に伴い、入所施設に併設して、就

労移行支援を開始しました。近年の障害の多様化・重複化に対応すべく利用定員を少数にし、各々に適

切な支援の提供を心掛けております。また、利用される方々のニーズに合わせ、一般就労だけでなく、福

祉的就労（就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型）への移行も視野に入れた支援を行っております。  ひまわりの風では、一般就労後の定着支援にも力を入れており、ジョブコーチも 1名在籍しています。

更に、就労移行支援の建物の一角に『尾張東部障害者就業・生活支援センター アクト』の中継所を構
え、情報交換及び就職後の定着支援の充実を図っております。 

 

 

 

 

ひまわりの風 移行実績              令和 2年 4月末日現在 

 一般就労への移行者 就労継続支援への移行者 

週 30時間以上(重度) 週 20～30時間(重度) A型 B型 

平成 23年度 0名(0名) 1名(1名) 0名 0名 

平成 24年度 4名(2名) 2名(0名) 0名 0名 

平成 25年度 3名(0名) 1名(0名) 0名 0名 

平成 26年度 2名(1名) 1名(1名) 0名 1名 

平成 27年度 3名(1名) 3名(1名) 0名 1名 

平成 28年度 3名(2名) 0名(0名) 0名 0名 

平成 29年度 2名(1名) 0名(0名) 0名 1名 

平成 30年度 0名(0名) 2名(1名) 0名 1名 

平成 31年度 1名(1名) 3名(0名) 0名 0名 

※(重度)…就職者のうち、重度身体障害者・重度知的障害者の人数 

 

 



施設紹介シート（R.2.4.1  現在の状況について） 

事業所名 リボンワークス 

運営法人 株式会社ジョイフルハーツ 指定年月日 平成 29年  4月  1日 

併設事業 就労継続支援Ｂ型，有料老人ホーム 

住所 名古屋市名東区高社一丁目 89番地第二東昭ビル 3階 C 

電話 052-778-1238 FAX 052-308-8295 

メール info@reborn-works.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.reborn-works.jp 

アクセス 東山線一社駅より星が丘方面へ徒歩 3分 

利用定員 10名 利用者の主たる障害 主たる障害の定めなし 

支援者数 5名 

平成 30年度実績 利用者数（月平均）    7.9名，退所者数  14名うち就職者数   11名 うち離職者数    3名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

 

 

 

 

 

 

 

 

東山線一社駅より歩いて 3分、ハローワーク名古屋東へバス 1本で行ける交通の便の良さが魅力です。 

令和２年 4月現在の利用登録者は 11名で障害の定めはございませんが、9割の方は精神・発達です。 

年齢は 20代～50代と幅広く、男女比はおおむね同比率となっております。 

開所は平日月曜～金曜でコミュニケーションワークをメインに、ビジネスマナーや一般常識、パソコン、体力向

上のためのプログラムや履歴書の添削、面接練習を行っております。施設外では職業安定所の求人検索や

企業見学や実習の同行など、就労に向けての多様なサポートをしております。 

事業所の特徴として、老人ホームの運営をしているため、施設の見学や高齢の方とふれあうよう仕事体験

も行っています。また、作業体験をされたい方、一般企業の就職が難しい方へは、同じ建物のひとつ上の階に

就労継続支援Ｂ型を運営しており、工賃をもらいながら就職活動をすることもできますし、ご本人の希望に合

わせた就職の選択肢をスタッフと共に選んでいくことができます。 

また、私たちの事業所の最大の特徴は、個別対応で生活支援に重点をおいて取り組んでいることです。 

これは就職が最終的な目標ではなく、その後もご本人が入社された職場で長く働くことができるよう、日常生活

の見直し、立て直しからしっかりと始めることにより、職場定着に繋がると考えているからです。 

ヨガやクッキングに加え、季節ごとのイベントなど、楽しくご参加いただけるプログラムも充実しておりますし、 

一人ひとりのペースに合わせて優しいスタッフがご支援させていただきますので、ぜひ一度私たちの事業所へ

お越しください。 

最後に、令和２年４月１日にリボンワークス天白事業所を開所いたしましたので、こちらの情報も記載させて

いただきます。こちらの事業所も一社と同じ就労継続支援 B型を併設した多機能型の就労支援事業所です。 

 

リボンワークス天白 

名古屋市天白区平針三丁目１１１番地 名東ビル２階北 052-846-8077 

地下鉄鶴舞線「平針駅」１番出口から徒歩１分！ 見学・体験・ご相談などお気軽にどうぞ！ 

 

 





施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 Job Life 

運営法人 一般社団法人 One Life 指定年月日 平成・令和  1年 5月 1日 

併設事業 就労継続支援 B型事業所 

住所 名古屋市名東区猪子石原 2丁目 910 

電話 ０５２－８９０－７０７０ FAX ０５２－８８０－２０１２ 

メール info@onelife-job.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  

アクセス 
・栄から基幹バス引山行きで猪子石原バス停下車徒歩 3分 

・香流中学校バス停、天神バス停下車徒歩 5分 

利用定員 6名 利用者の主たる障害 知的、精神、発達 

支援者数 5名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）     １名，退所者数  １名うち就職者数   ０名 うち離職者数   ０名 

・一度きりの人生（One Life）をより豊かに ワクワク過ごせるようにお手伝い。をモットーに掲げております。 

・あなたらしくをコンセプトに、全ての方の「働きたい」を スタッフ一丸となって支援致します。 

・従来までの画一的な枠に囚われず、1人 1人の個性を第一に考え、利用者が希望する就労のお手伝いをさせて

頂きます。 

そして スポーツに特化した事業所でもあります。スポーツによる体力の向上や、生活リズムの安定。スポーツを通

してコミュニケーション能力を養うなど、社会人としての基盤を作ることを目指します。 
施設内には卓球台もございます。 
 

・就職までに３つのステップに分けて、段階的なプログラムを行っていただきます。 

《STEP１》 基礎講習 →生活のリズムを整えながら、就労に向けて基本的な知識やマナーを身につける。 

               ・PC スキル ・自己理解や他者理解などのワークショップ・SST・スポーツ（リフレッシュの為

の簡単な運動や、屋外での運動）  

《STEP2》 実践講習 →外部実習など行い、得意なこと 苦手なこと 配慮点など実践を通して、自分の基礎情報

の整理 

《STEP３》 就職活動 →求人検索、書類の書き方、面接練習 

＊就職後も、しっかりサポート致します！ 

 

・Job Lifeは、就労移行支援事業所と就労継続支援 B型事業所を併設しているため、一般就労を目指しながら 

体調の不安などがあれば B型に移ることもできます。その際 場所もスタッフも変わる事がないので安心して支援を 

受けることが出来ます。 

・施設も 天井が高く 空間も広く感じることが出来ます。白と木目調のナチュラルな雰囲気になっているので、リラッ 

クスしてプログラムを行うことが出来ます。 

・昼食のお弁当は無料で提供致します。 

       

 

 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 就労移行支援事業所 ジョップ（JOPP） 

運営法人   特定非営利活動法人 あたたかい心 指定年月日 平成・令和 24年 4月 1日 

併設事業   就労継続支援 B型事業所 オズ（OZ） 

住所 名古屋市天白区久方 1-148 相生山住宅 52棟 108号 

電話  052-800-5250 FAX  052-800-5233 

メール  jopp@sarada-group.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.atatakai-kokoro.or.jp/ 

アクセス 地下鉄・桜通線 相生山駅から徒歩 8分程 ・ 名古屋市営バス 境根停留所から徒歩 2分程 

利用定員  10 利用者の主たる障害 知的・精神・発達・身体障害及び難病患者 

支援者数  5名 

令和元年度実績 利用者数（月平均）   4.8 名，退所者数 7 名うち就職者数  4 名 うち離職者数  0 名           

 
 

 ～ジョップが目指すもの～ 
『人として生きる』をテーマに、生きるってなんだろう？ 
という人生の本質を実践的に体験してもらう事を目的に支援しています。 
決して「就労」だけが人生の目的ではない。同じ仲間として支え合い、教え合う。そんな

関係が生きる力になる。私たちは、そう信じています。 
これをしなくては…こうしなくては…と考えて焦ってばかりいては苦しくなってしまう。 
自分を見つめなおす時間を作り、一緒に相談しながら自分を見つけていきましょう！ 
焦らず人生の方向性を見つける場所として『ジョップ』という選択肢を加えてみませんか

？ 



施設紹介シート（R2.4  現在の状況について） 

事業所名 エール天白 

運営法人 合同会社 GES 指定年月日 令和    1年 8月 1日 

併設事業 なし 

住所 名古屋市天白区原 1丁目 1804 トモエビル 2階 

電話 052-880-9666 FAX 052-880-9573 

メール Yell.tempaku@gmail.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://snabi.jp/facility/9465 

アクセス 鶴舞線「原」駅 1番出口より徒歩 3分 

利用定員 20 利用者の主たる障害 精神障がい・知的障がい・発達障がい 

支援者数 4 

令和元年度実績 利用者数（月平均）     6名，退所者数   5名うち就職者数   3名 うち離職者数   0名 

事業所の特徴・ＰＲ・訓練内容など 

【訓練内容】 

・PC訓練：ワード・エクセル・パワーポイントの基本と応用に取り組みます。 

・施設内実習：梱包作業・アンケート集計業務・ポスティング・リボン製作の実習を実施しています。 

・SST：個別の課題に基づいて、自分の気持ちや考えを発信するためのコミュニケーションスキルを養います。 

・GW,レクリエーション：集団での活動を通してチーム力やコミュニケーション力を身に着けます。 

・プレゼンテーション：各々が気になることをテーマに、発表を通じて人前で話す訓練を行います。 

・就職準備：就労に向けた目標を立てる、応募書類(履歴書・職務経歴書・障がい特性シート)の作成、面接対策を

行います。 

 

【イベント】 

・月に一度、室内あるいは外出でのイベントを実施しています。 

・また、祝日が月に 2回以上あるときはどちらかを開放し、特別講座を開催しています。 

 

【就職活動】 

・合同面接会へ参加。 

・ハローワークへ同行可能。 

・施設外実習や見学はできるだけさせていただけるよう、交渉しています。 

 

【その他】 

・面談を 2週間に 1度以上は実施して小さな変化に気づけるよう配慮致します。 

・工賃は実習作業の売上をもとに、2か月に一度お渡ししています。 

・令和 2年 5月より昼食提供(1食 150円)を始めました。 

 

見学・体験は随時募集して

おります！ 
お気軽にお問い合わせく

ださい！！ 


