応募団体一覧

地域課題の解決を目指した中間的就労支援事業（CFW2020）
No. 団体名

所在地

事業対象地域

事業概要

1 特定非営利活動法人キャリア・デザ 福島県
イナーズ

福島県

地元企業と連携し、With・Afterコロナに対応した新しい働き方を支援していく。地元産商品のECサイトの立ち上げ・運営業務、農作業等の
インターンに参加することを通じて。若者が、地域の事業所で、あるいは起業をしたりして働き続け、コロナ禍による新しい生活様式に対応
して自立できるよう支援する。また、農作物の地産地消、ECサイトの活用、テイクアウトなど、地域に密着した循環型の社会へのきっかけ
とする。

2 特定非営利活動法人青少年自立
援助センター

東京都

東京都多摩地域
（対象者は全国
各地より受入れ
可能）

本事業はネットカフェ難民等、平時から生活も雇用も不安定であり、コロナ禍の影響により生活基盤喪失リスクに直面する等の若者を対
象とし実施される。まずこれらの若者の心身の安心と安全の保障のため、当法人所有の合宿施設における居室と1日3回の食事を提供。
対象者の生活環境を安定させた状態から就労支援を行うことで、脆弱な立場にあった若者たちの再スタートラインを引き上げ、より安定し
た出口に向けて導いてゆく。

3 特定非営利活動法人農スクール

神奈川県

神奈川県

農作業を通じ、生活リズムを整え、体力を作りながら、自己肯定感を高めたり、自信を取り戻していく就労プログラムを提供します。また、
地域の農家さんや地域住民との接する機会を設け、集団行動の中に身を置き、新たな社会とのつながりを作っていきます。対象者の方
が、農業という産業だけにとどまらず、それ以外の職業、職種に関しても、募集が来れば、いつでも働けるよう身体的、精神的な基礎力を
保つことを目的としています。

4 特定非営利活動法人ピアサポート
ネットしぶや

東京都

秋田県、東京
都、愛知県、大
阪府、沖縄県

新型コロナウイルスにより、ユネスコの無形文化遺産に登録された「和食；日本人の伝統的な食文化」の継承に赤信号が灯っている。そこ
で全国で特徴的な子ども食堂を運営しているNPO等と連携し、コロナ禍で労働時間の縮小を迫られている和伊食等の若手料理人等を雇
用し、地産地消とモッタイナイを通じて、日本が世界に誇る四季折々の「食」に関する「習わし」を、美味しい食事とともに子ども達に伝えて
いく。

5 特定非営利活動法人サンカクシャ

東京都

東京都豊島区・
文京区

コロナの影響で仕事を失い、親や身近な人を頼れず、生きていく基盤が脆弱な若者に対して、職業訓練及び就労支援を行う。若者の個人
が安定した仕事を得ていくスキルを獲得することに加え、有事の際には欠かせない生きていく上で必要な人とのつながりが得られるようサ
ポートする。CFWの枠組みを活用して、若者の可能性を広げ、若者と地域とをつなげて、若者が地域の中で生き抜いていける自立のモデ
ルを作ることを目的とする。

6 一般社団法人いなかパイプ

高知県

高知・愛媛・広島 自信ない・やりたいことない・能力ない･･･ないことをコンプレックスに思い、都会での就職活動を行えず動けずにいる「ない人」を対象に、
・島根・熊本など 「いなか」という選択肢を提供し「なくてよい、なくても受け入れてもらえるところがある」という認識をつくり、自身の生き方・働き方を捉え直
し、次の進路を見つけるきっかけをつくる。また、都会の若者と「いなか」の人々とが出会いマッチングする機会となるインターンシップを実
施する。

7 認定特定非営利活動法人ブリッジ
フォースマイル

東京都

東京都、神奈川
県、千葉県、埼
玉県、佐賀県、
熊本県

児童養護施設、里親家庭など、社会的養護での生活経験があり、コロナ禍においても実家というセーフティネットを持たず簡単に困窮状態
に陥ってしまう若者たちを対象に、協力企業におけるインターンや研修を実施し、働くことを通じて自立を目指す事業。

8 群馬留学生地元定着支援協議会

群馬県

群馬県

日本政府は、人口減少社会における構造的な労働力不足の問題に対処するため、2018年12月に出入国管理法を改正し、外国人を広く
受け入れる方針へと舵を切りました。しかし今、新型コロナ感染症拡大によって、日本における生活基盤が脆弱な留学生は、日本人よりも
所得を獲得する手段を失うと瞬く間に困窮してしまうため、不可抗力による生活の不安定化を回避するための仕組みが必要と考え、CFW
を活用し就労支援を行います。

9 特定非営利活動法人ヒューマン地
域振興協会

大阪府

大阪府

靴職人を目指すためのキャリアパスは製靴業の衰退とともにごく限られたものとなりつつあり、コロナ禍はそれを顕在化させている。修理
屋や他業種のアルバイトで糊口をしのぎながら自らの将来のために靴制作の時間・機会を捻出している各種靴学校の卒業生を対象に、
彼らに「修行」の機会・期間を提供し、靴業界を担う人材に育つまでの架け橋のような事業を実施したいと考えている。
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地域課題の解決を目指した中間的就労支援事業（CFW2020）
No. 団体名

所在地

事業対象地域

事業概要

10 一般社団法人日本シングルマザー 神奈川県
支援協会

全国

シングルマザーの自立を通じ、全ての女性が子育てしながら働きやすい社会を目指す。こどもたちの未来に対して担う役割の大きいシン
グルマザーの精神的及び経済的な自立支援に特化した活動を推進し続けている。

11 特定非営利活動法人北海道エンブ 北海道
リッジ

北海道

高校生・大学生など若者を対象とした、中小企業における就業機会の拡充事業を行う。企業への提案を通じて、事業のビジョンやミッショ
ンを体感できる、アルバイト（主に高校生を対象）、長期実践型インターンシップ（主に大学生を対象）、新卒・中途の若者採用の整備を行
う。

12 一般社団法人アスバシ

愛知県

愛知県を中心とする地域で、コロナ禍で経済的に困窮したり、就業機会を奪われた若者（大学生・非大卒）らを対象に、地元企業を取材、
動画、宣伝するプロセスを研修として提供することで働くことへの理解と自信とITリテラシーを習得し、その後の実践型インターンを通して、
安定した仕事に就くことを支援する。この仕事が、高卒就職し、プロになっていく道を「早活キャリア」として地域に知らされ、地域を活性化
する。

13 特定非営利活動法人プラットフォー 青森県
ムあおもり

東北全域

経済的に困窮している対象者がコーディネーターと面談を行い、地域企業で学び合う。地域企業でのインターンシップ的業務に従事し、新
しい生活様式に対応したデジタル化や事業開発を実践する。集合研修や個別面談を通し動機付けや振り返りをおこない、研修参加者生
同士の学びと共にセミナーにも参加。修了後は、自らが関わった事業への就業や、VFJプログラムへの参加、経由で地域企業への就業を
サポート。

14 一般社団法人レッドカーペット・プロ 岩手県
ジェクト

岩手県陸前高田 地域でなかなか仕事に就けず収入を得られない若者に対して、地域全体として就労プラットフォームを構築し、「その人にあった仕事」を
市・大船渡市
マッチングしていくプログラム。
陸前高田市及び大船渡市の受入組織と連携し、就労体験プログラムを実施し、その後の就労定着を目指す。その先では、地域全体とし
て若者の就労支援を実現していく受け皿としてのプラットフォームを構築する。

15 認定NPO法人コロンブスアカデミー 神奈川県

対象者は全国か
ら／活動拠点は
神奈川県・横浜
市

コロナ禍で「働く事に不利な状況にある若者」に対し、働き続ける為の生活と仕事のトータルサポートを行います。これからの時代に求めら
れるスキルを身に着けると共に、それぞれの抱える課題に丁寧に向き合い、必要な支援に繋ぎます。また、安定した住まいの無い若者に
は寮の提供ができるほか、グループ団体での実習で適性を見極めができる事が強みです。「ケア付就労」は自社での実習を経て地域の
企業へと広げていきます。
新型コロナの影響で、休業やシフト減少、失業、求人減少、就労意欲低下などの課題を抱える社会的養護の若者に以下の研修を行う。
1、面談と振り返りを通じたキャリア形成
2、ワークショップ・実践研修
①週2回のワークショップと動画研修
②基礎的なIT研修と実践研修
3、就労につなげる体験就労
地域課題解決に挑戦する企業・団体でのリモート対応可能な就労プログラムの提供を通じた、地域課題解決と人材育成、人材の収益環
プログラムを通じて、就労意欲や就労能力の向上、就労定着に向けたサポートを行い、参加者の多様な自立を支援する。
境の安定の実現を目指す事業です。専属コーディネーターを設置することで、新しい働き方への対応に必要な人材側のケア、受け皿側の
ケアができる状況を作り、コロナ禍であっても距離や地域を越えて参画できる仕組みを整えることで、事業終了後にも持続可能な就労モデ
ルの構築を目指す取り組みです。

愛知県

16 公益社団法人 ユニバーサル志縁
センター

東京都

全国

17 特定非営利活動法人G-net

岐阜県

岐阜、愛知、三
重（人材は全国
から公募、受け
皿は東海エリア
を中心に想定）

18 特定非営利活動法人コミュニティサ 岐阜県
ポートスクエア

岐阜県岐阜市周 コロナ禍で、レストランや食品業界も苦境あえぐ中ロス廃棄を次の仕入れのための資金に変えられ、家計が厳しくなっている世帯の助けに
辺
もなるフードシェアリングの仕組みを事業対象者のスキル向上につなげる事業。
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地域課題の解決を目指した中間的就労支援事業（CFW2020）
No. 団体名

所在地

事業対象地域

19 特定非営利活動法人ひとまき

高知県

高知県嶺北地域 「地域と育てる若者エンパワメントプログラム」はコロナの影響で仕事が減った進路再考中の若者を対象とし、自己理解と意識変革を行う１
週間滞在型コーチング、マーケティング研修でのスキル獲得、地域企業の経営者の元での課題解決、メンター付きのシェアハウスでの生
活を通じ、半年間かけて精神的,経済的 自立・自律に向けて支援を行う。

20 一般社団法人サステイナブル・サ
ポート

岐阜県

岐阜県、愛知県

若者がICTを活用しコロナにより困窮した地域の活性化をサポートする事業

21 特定非営利活動法人Switch

宮城県

宮城県

農業分野とIT分野を対象とした訓練と中間就労を行う。農業に関しては連携する担い手育成法人と農業実習を行う中で中間就労を実施
し、キャッシュフォーワークの流れの中で新規就農や６次化についての知識を学ぶ。IT関連については、訓練と職場実習を実施し、コロナ
後にニーズの増加が予想される映像や非対面型のサービス分野のスキルの習得と、就労のみならず、フリーランスや起業での自立を目
指す。

22 一般社団法人フミダス

熊本県

熊本県

熊本地震×新型コロナウィルス×熊本豪雨災害と多重災害下にある熊本において、熊本豪雨災害被災地での新型コロナウィルス感染拡大
を抑制しつつ被災地企業等の復旧・復興に向けた働く場づくりのために、できるだけリモートワークでも実施ができ、復旧・復興の要ではあ
るが緊急の際後回しにされがちな、新しいつながりや関係性を構築するＰＲ・販促を事業対象者が実行するプログラムの実施

東京都、関東
圏、愛知県

コロナの影響で、時短営業や売上減少を余儀なくされている対面接触型のサービス業（在宅ワークが困難な職種）である美容室やネイル
サロン、エステサロン等の従事者、デパートの美容部員など、技術や接客のスキルが未熟な若手人材に対して、訪問理美容、アピアラン
スサポート（がん患者の外見支援）の先駆者として専門研修を提供し、コロナ渦における医療介護現場の新しいニーズに対応するサービ
スを提供できる人材へと育成する。

23 特定非営利活動法人 全国福祉理 愛知県
美容師養成協会

事業概要

24 一般社団法人YOU MAKE IT

福岡県

福岡県

新型コロナウイルスの影響を受け困窮している在留外国人へのキャリア・就労支援を通じて就職率が上がるとともに、企業の外国人受け
入れ態勢の整備や地域住民の理解などが進み、在留外国人の就労支援スキームが構築され、在留外国人をサポートする受け入れ企業
や行政、地域ボランティア等により本事業が自発的に継続して展開される状態を目指します。

25 一般社団法人グラミン日本

東京都

東京、神奈川、
埼玉、千葉

若年シングルマザーの適性に合わせたケアを行いながら、①グラミン式の起業・就労支援のノウハウ提供、②デジタルスキル習得トレー
ニングやOJTの場の提供、③習得スキルを活かした実践機会の提供、④シングルマザー特化の人材マッチングプラットフォームの提供、
⑤雇用受入れ企業に対するフォローの提供を行う。各ステップにおいて、支援実績や知見のある提携企業・団体との協働でプログラム開
発と品質確保を行う。

26 特定非営利活動法人 学生人材バ
ンク

鳥取県

鳥取県

新型コロナウイルスの影響により、バイト減少により大学生の生活・学業の継続懸念や経済的背景も一因にDVを始めとした女性相談件
数増加するなど、若者を中心に困難な状況下にある。本事業では①地域事業者の業務を切り出し柔軟な雇用環境で働くことができる環境
づくり②公益活動を担う団体での新たな就業機会の創出（実践型インターンシップ）により若者の仕事を通じた自立支援、持続可能な新た
な就業モデルの構築拡大を行う。

27 株式会社ＧＩＶＥ＆ＧＩＦＴ

大阪府

大阪府を中心に 売上減少とテレワークの影響で企業内の障がい者の離職が増える中、ユニリクでは企業の障がい者雇用をサポート。採用後はコロナ禍
京阪神
で困窮する地域の社会活動団体へ出向し、企業は障がい者雇用とＣＳＲを高め、活動団体は人材不足を解決、働く障がい者にとっても社
会貢献度の高い仕事に就くことが実現します。これらの一連の流れを本事業で短期間雇用する若者にも経験してもらい、企業や地域を知
り、今後の人生に生かしてもらいます。
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地域課題の解決を目指した中間的就労支援事業（CFW2020）
No. 団体名

所在地

事業対象地域

事業概要

28 特定非営利活動法人LAMP

岩手県

主：岩手県陸前
高田市 副：岩手
県大船渡市、住
田町、宮城県気
仙沼市

本プログラムは「コロナ渦の若者と農業を救う」ために、（１）農業人材のシェアをする（２）消費者のシェアをする（CSAの実証）を実施、支
援対象者の一部に、子育て世帯や困難をかかえる人などの社会的弱者を加える。就労の出口として受入農家による雇用、複数受入農家
による雇用、新規就農の3つを用意する。with・afterコロナの対応を見据えつつ、地域のセーフティネットとして機能する「新しい農業」の形
を目指す。

29 株式会社キズキ

東京都

全国（※東京を
ベースとするが、
オンラインで全国
を対象とする）

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業が増えるなど就労状況が不安定な状況にある。本助成金を活用し、就労が困難な若者を
対象に、弊社就労移行支援事業のプログラム（デジタル領域のトレーニングと実践）および弊社学習教室事業の研修（相談視点・学習支
援のトレーニングと実践）を実施する。最終的に、当プログラムを通し、「デジタル人材」「福祉人材」として、様々な場所で活躍できる人材を
育成する。
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