
自治体や企業と連携しながら、実際のはたらくイメージを身につけ、今
後の就労活動に生かす各種見学会・体験を実施。参加者からのアン
ケートでは「実際に働いている雰囲気を知ることができた」「はたらくこと
に対するイメージがつかめた」「職場で必要なコミュニケーションが体得
できた」と高評価を頂いており、今年度も実施します。
企業見学会やJOB体
験などの各種支援プロ
グラムは6月以降に実
施を予定しています。
詳細はお問い合わせ
ください。

2019年度、いちのせき若者サポートステーションでは多様な支援プロ
グラムを実施し、取り組んで参りました。
新規登録件数に対して就職率が上回る結果となり、就職等決定者は
65名を達成することができました。
ご協力頂きました関係機関の皆様には心より感謝申し上げます。多く
の利用者の方に納得いただける支援プログラムをこれからも提供できる
ように、今年度も取り組んで行きます。
今年度もいちのせき若者サポートステーションでは多様な支援プログ
ラムを計画しています。
前年度に引き続き、各種チャレンジワークや各種セミナー、企業連携に
よる企業見学会、JOB体験、職場体験などを開催予定です。
チャレンジワークは「なにからはじめたらいいかわからない」という方も
はじめの一歩として取り組めるプログラムとして、たくさんの方が参加。
セミナーは「コミュニケーションワーク」、「4DAYSセミナー」をはじめと
して、様々な方を対象にしたセミナーを予定しています。

チャレンジワー
クでは、回数を
重ねるごとに効
率と仕上がりの
良さを求め、各
々が率先して創
意工夫・協力を
するように変わ
ってきました。
これは社会のど
んな場面でも役立つ力です。チャレンジ
ワークで身につけた力を、これからの活動
で見つける「未来の就職先」で生かしてい
けるよう、今後も活動を継続していきます。

●登録者・・・・・・・・・・・・・59名（うち２０20年度新規5名）
●就職等決定者・・・・・・・7名（２０20年４月より）
●今月の就職決定者・・・7名（4月１日～4月20日）

支援プログラム等の詳しい情報はホームページまたは事務所の掲示板を
ご覧ください。右のＱＲコードからアクセスできます。お問い合わせはお電話
（0191-48-4467）にてお気軽にお待ちしております。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、5月31
日まで支援プログラムの中止を予定しております。個
別相談は必要最低限で実施しております。（予約制）

いちサポをご利用の際は、マスクの着用と検温・手洗
いの実施をお願いしております。お手数をおかけい
たしますが、ご協力をお願いいたします。

いちサポの駐車場は「なのはなプラザ無料駐車場」または「一関図書館
駐車場」をご利用ください。どちらも満車で「一関市営駐車場」を利用
する場合は３時間まで無料駐車券を発行いたしますのでお持ち下さい。

いちサポ2019年度の振り返り

卒業生の声
いちサポに登録後、就職決定をした方々のコメントをご紹介します。

おうしゅうルーム おおふなとルーム

6月の支援プログラム

5月号
いちサポ通信
働きたい・自分に出来る仕事を見つけたい！

いちのせき若者サポートステーション（運営：NPO法人レスパイトハウス・ハンズ）

〒021-0881 岩手県一関市大町4-29なのはなプラザ４階

厚生労働省
地域若者サポートステーション事業



就職についてのご相談をお待ちしております！

0191-48-4467

受付時間 10時～17時

実績

ＨＰ

報告 報告

いちサポの
対応

予防の
お願い

お知らせ

報告

予定

令 和 ２ 年 5 月 1 日
いちさぽ通信第 8 1号

アルバイトを辞めてからしばらくブランクがあったので、チャレンジワークのような軽
作業が体験できる場はとても助かりました。図書館での職場体験も実際の職場の雰囲気
をつかむための良いきっかけになりました。いちサポに登録してすぐの頃は、自分なん
かが就職できるのかと不安でしたが、徐々に自信が付きました。

相談員の方々が真剣に就職活動のサポートを行っており、気軽に話すことができました。
何かわからないことがあれば、支援員の方々にいろいろと質問してみるといいと思いま
す。適切なアドバイスを受けることができると思います。頑張ってください。

Ａさん

Ｂさん

02日 古本ボラ
03日 おうしゅうルーム
03日 JSTセミナー
04日 スポーツウェルネス吹矢
09日 1分間スピーチ
10日 千厩巡回相談
10日 おおふなとルーム
11日 スポーツウェルネス吹矢
16日 年金セミナー
17日 おうしゅうルーム
18日 健康を考えるセミナー

20日 定着・ステップアップ相談
23日 就労専門家相談
24日 職業理解セミナー
25日 スポーツウェルネス吹矢
26日 働く意味を考えるセミナー
30日 こころの相談

※支援プログラムは新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため中止することがあ
ります。詳細はお問い合わせください。

4月の大船渡ルームでは大船渡のサン
コー食品（株）様に職場体験をさせていた
だきました。初めての作業、慣れない体の
動きなどもありながら従業員の皆様のあ

たたかいフォ
ローに支えら
れ期間をこ
なすことがで
きました。作
業中も笑顔
が見られ次
のステップに
繋がる貴重
な体験だっ
たようです。

報告

チャレンジワーク報告

軽作業体験を通して、自分の得意な活
動や、コミュニケーションスキルを身につ
ける「チャレンジワーク」。来年度も継続
して実施します。周囲の人たちとのコ
ミュニケーションやチームワークなども
自然に気づきや学びを得られるプログラ
ムです。

項目 回数 人数

実績 166 469

各種セミナー等報告

いちのせき若者サポートステーションでは、各種セミナーを開催してい
ます。コミュニケーションスキルを身につける「コミュニケーションセミ
ナー」をはじめとして、様々な支援プログラムを実施しています。

企業連携（各種見学会・体験）報告

項目 見学会 JOB体験 職場体験

回数 9 10 7

人数 24 32 31

項目＼地域 一関地域 奥州地域 気仙地域 その他地域 合計

新規登録者 38 9 12 4 63

就職等決定者 44 11 7 3 65

相談件数 1,721 537 78 153 2,489

就職率 115.8% 122.2% 58.3% 75.0% 103.2%

（その他の地域は宮城県登米市と栗原市です）

（2019年度実績）

（2019年度実績）

（2019年度実績）

（2019年度実績）

実施項目 回数 人数

［動機づけに関するメニュー］
職業講話(企業見学)、若者セミナー、１分間スピーチ、はじめの１歩
Ａ（リフレーミング）、サポカフェワークショップ

20回 80人

[自己を知ることに関するメニュー]
コミュニケーションセミナー、ストレスマネジメントセミナー、職業レ
ディネス検査、ＹＧ性格検査

38回 150人

[職業の世界を知ることのメニュー]
企業見学会、１日作業体験、製造業セミナー

20回 66人

[就職支援セミナー]
ジョブスキルトレーニング、就労自立セミナー、ビジネスマナーセミ
ナー、年金セミナー、リクルート１ＤＡＹ４ＤＡＹＳセミナー

28回 144人

[臨床心理士等による心理カウンセリング]
こころの相談、就労専門家相談

21回 55人

[職業ふれあい事業、ジョブトレーニング]
企業見学会、１日作業体験、古本ボラ、図書館ボラ
チャレンジワーク、市立図書館での仕事体験、短期職場体験

234回 311人

[保護者に関する講習会]
保護者セミナー

4回 12人

[その他の事業]
スポーツ吹矢、フリー吹矢

12回 43人

合 計 377回 861人
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いちのせき若者サポートステーション

発行：いちのせき若者サポートステーション
住所：岩手県一関市大町4-29なのはなプラザ４階

就職についての相談をお待ちしています！

☎

Q

A

☺

「いちサポ」ってなにをする所なの？

15歳から49歳までの働きたい方の就職をサポートします。

いちサポでは、平日の10時～17時に個別相談と支援プログラムを実施しています。

いちのせき若者サポートステーション（通称いち
サポ）は、厚生労働省委託の支援機関です。働くこ
とに踏み出したい若者たちとじっくり向き合い、
本人やご家族の方々だけでは解決が難しい「働き
だす力」を引き出し「職場定着するまで」を全面的
に支援します。

0191-48-4467

概要
2020年度

いちサポ支援内容

今年度のいちサポの支援内容をお送りいたします。

Q どんな人が対象なの？

• 仕事を探している方
• 15歳から49歳までの方
• 通信制や定時制の働く希望のある学生の方

いちサポは
なのはなプラザ
4階にあります

就職へ向けての準備プログラム 奥州地域・大船渡地域の相談／学校連携相談

日時：毎月第一・第三水曜日の10時から15時まで
場所：水沢メイプル地下1階

日時：毎月第二・第四水曜日の10時から15時まで
場所：キャリアパートナー（080-8219-4001）

通信制高校・定時制高校に通学し働く希望のある生徒
に、就労に関わる相談やセミナー等の支援をします。

おうしゅう
ルーム

おおふなと
ルーム

通信制・定時
制高校生徒
の就職支援

案内
各種巡回相談
のお知らせ

お気軽に
ご相談下さい

１ 巡回相談の内容

２ 予約の方法

• 就労に関する相談、志望動機の書
き方、面接練習、ミニセミナー、軽
作業訓練など就職に向けた応募
に関する相談をはじめとした各種
相談を受け付けています。

• 個別相談は予約制です。
• お電話にて予約を受け付けます。
（電話番号：0191-48-4467）

• 予約なしでの相談も可能ですが、
お待ちいただく場合もございます。予約 : 0191-48-4467

作業体験活動
（仕分・検品等）

性格検査
職業適性検査

JSTセミナー
（職業対人技能
トレーニング）

企業見学会 職場体験
面接練習

応募書類作成

会場 千厩会場 大東会場

時間 13:00-13:50 13:30-14:20

場所
一関市役所千厩支所
二階小会議室

大東コミュニティセンター楽屋

日程

０４月０８日（水）
06月10日（水）
0８月１２日（水）
１０月１４日（水）
１２月０９日（水）
０２月１０日（水）

05月13日（水）
０７月０８日（水）
０９月０９日（水）
１１月１１日（水）
０１月１３日（水）
０３月１０日（水）千厩巡回相談 大東巡回相談

千厩町・大東町にて
就職に関する相談会を開催しております。


