


63.0％

ジョブカフェおおいたとは、若年者が雇用関連サービスを
１箇所でまとめて受けられる就職支援のワンストップサービスセンターのことです。

大分県では、平成 16 年に「ジョブカフェおおいた」を設置し、
本センター（大分市）やサテライト（別府市・中津市・日田市・佐伯市）

において、若年者を対象にした総合的な就職支援サービスを行っています。

就職決定率 就職決定者数
新規登録者数

（H31.4 月～ R1.12 月）

の支援実績は？
ジョブカフェができてからの実績を大公開！ （令和元年 12 月末日現在）

201,856件

191,769名

22,508件
相談件数 （来所・電話等）

セミナー利用者数

就職決定者数

就職に関する不安や悩みを持った多くの
若者がジョブカフェを利用しています。

就職に対する心構えなど基礎的なものから、
履歴書の書き方や面接対策等実践的なものまで、
様々な就職支援セミナーを企画・実施しています。

多くの方の就職が決定し、それぞれの
職場で新しい道を歩んでいます。

ジョブカフェおおいたって？

ジョブカフェおおいた
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県内の企業情報・求人情報の検索
（ハローワークインターネットサービス利用）ができます。

企業情報・求人情報の提供C

企業見学を通して、仕事の理解を深め、適性や希
望に沿った就職を応援します。

企業見学D

応募企業に応じて、きめ細かいアドバイスや本番
を想定した練習ができます。

応募書類の添削、模擬面接F

最寄りのハローワークへご案内します。
職業紹介・職業訓練G

就職した後でも、必要に応じて相談を受けることができます。
就職後のフォローアップH

自己分析のしかた、応募書類の書き方、面接の受
け方、集団討論等のポイントについて実践的な指
導を受けられます。

就職支援セミナーE

パソコン上で質問に答え、興味・関心・価値観・性格特
性などの面から、今の自分に合った職業を診断します。

パソコンによる就職力バランス診断

どんな仕事が合っているのか？ どうすれば就職できるのか？
など皆さんそれぞれ不安や悩みが違います。
段階に応じてスタートする各種就職支援サービスをご利用ください。

就職活動をどこから
始めたらいいのか

分からない…

　　　    へ

エントリーシート・履歴書・
職務経歴書などの

書き方が分からない…

　　　    へ

面接に自信が
もてない…

　　　    へ

どんな仕事に
向いているのか

分からない…

　　　    へ

求人情報の
探し方や選び方が

わからない…

　　　    へ

職業訓練で
資格をとって

仕事に就きたい…

　　　    へ

長所・強み
などの自己 PR が

書けない…

　　　    へ

就職活動や就職後の
不安な気持ち・悩みを

整理したい…

　　　    へ

よく聞かれる
「悩み」や「相談」

ご利用
無料！
￥0

A

専任の相談員が、様々
な相談にゆっくり時間
をかけて親身に対応し
ます。
事前に予約をしていた
だくとお待たせせずに
相談を受けられます。

就職相談A

B

B C D

A E F A E F

A E FA B C D E A C E G

G A H
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各種パンフレットを置いて
います。 就職に役立つ書
籍も多数揃えています。

⑦資料コーナー

センターの
様子

Oita

本センター見取図

出入口

①

④

⑤
⑤

⑤

⑥

④

③

②

⑦

トイレ

模擬面接もしています。

パソコンによる就職力バランス
診断ができます。 また書類作成
にも利用できます。

⑤個別相談ブース

④パソコンスペース
ジョブカフェの説明を聞いてね。

①受付

「利用申し込み書」に記入します。

②記載スペース

ゆっくりと相談できます。

③相談ブース

少人数を対象とした各
種セミナーを実 施して
います。

⑥セミナールーム

センターの全景

大丈夫 !!  きっと大丈夫 !!
あなたの就活をジョブカフェおおいた
本センターが全力で応援します!!
ジョブカフェおおいた本センターは、ガレ

リア竹町商店街の中に位置し、「おおいた

産業人財センター」に併設しています。経

験豊富な相談員が５名在籍し、個別ブー

スでじっくりと相談ができます。セミナー

ルームも完備し、各種セミナーや模擬面

接も数多く実施しています。

大分市中央町３-６-11（ガレリア竹町内）
TEL：097-533-8878　FAX：097-533-8667
■ 開所時間　月～土曜９：30～18：00
■ 休　　み　日・祝日・年末年始

ジョブカフェおおいた 本センター
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「無駄なことって結局無駄じゃない」「遠回りすること
が一番の近道」
これはメジャーリーグで活躍したイチロー選手の言葉
です。上手くいかないことにでも、そのひとつひとつ
にはきっと大切な意味があります。あきらめることな
く、私たちと一緒に前を向いて歩んでいきましょう!!

求職者からの声をもとに、イベントやセミナーを実施
しています。高校や大学、職業訓練校においても「就
職支援セミナー」を実施しています。

「就職フェア」会場では「ジョブカフェ相談ブース」を
設置し、相談対応を行っています。

「キャリア教育支援窓口」の担当者が大分県内
の高校・大学等を訪問し、学校現場の生の声
を聞きながら、相談対応やセミナーの企画や実
施をするなどして、学生のより良い就職に向け
たお手伝いをしています。

スタッフ イベント

平成 30 年度年間利用者数 就職までの平均来所回数 I'm OK.
You are OK.

のべ 3, 285 名 約 5. 3 回

キャリア教育支援

◆ジョブカフェを利用した感想
　相談員の方が親身になって相談にのってくださったり、応募
先に関する様々な話をしてくださったりしたため、とても助かり
ました。自分一人の力では就職活動を続けることはできなかっ
たと思います。本当にありがとうございました。また、内定済
の先輩方のお話を伺えたり、ビジネスマナーのセミナーを受け
させていただけたりできたのも良かったと感じています。ジョ
ブカフェを利用できて本当に良かったです。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
　私は、就職支援をしてくれる方はもちろんのこと、企業の方
や内定した方など、なるべく多くの人から話を聞き、自分の進
路選択や面接の際の参考にしました。応募先の企業研究や面
接練習は納得のいくまでじっくり行いました。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　就職活動は辛いこともあると思いますが、「笑顔」と「挨拶」
を意識して頑張ってください。困った時や辛い気持ちのときは、
どんどん人に頼ってもいいと思います。

Ｏさん（大学生・女性）企画職
◆ジョブカフェを利用した感想
　ジョブカフェを利用した当初は、どのように就職活動をした
らよいのか分からず、自分に自信もなく不安だらけの状態でし
た。しかし、相談を重ねる中で励まされ不安が減り、苦手だっ
た面接にも自信を持って挑むことができるようになりました。
とても親身になって相談にのっていただき、前向きな気持ちで
就職活動を続けることができました。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
　今まで、非正規社員としてでしか働いていたことがありませ
んでした。そのため、今までの経験を活かし正社員として長く
働くことができるような仕事を探しました。面接が苦手だった
ため、面接練習には力を入れて頑張りました。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　就職活動が上手くいかない時、一人だと気持ちも暗くなり、
つらく感じる時もあると思います。「相談する」となると、敷居
が高く感じられ足が重くなることもありますが、一歩踏み出す
ととても気持ちが軽くなりました。ジョブカフェは、ほんの些
細な相談（単に不安だというようなもの）でも話を聞いてくれ
るのでオススメです。

Ｍさん（37 歳・女性）オペレーター職

from Staff Event File

利用者の声
Voice

利用者の声
Voice

させていただけたりできたのも良かったと感じています。ジョ
ブカフェを利用できて本当に良かったです。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
私は、就職支援をしてくれる方はもちろんのこと、企業の方

や内定した方など、なるべく多くの人から話を聞き、自分の進
路選択や面接の際の参考にしました。応募先の企業研究や面
接練習は納得のいくまでじっくり行いました。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
就職活動は辛いこともあると思いますが、「笑顔」と「挨拶」

を意識して頑張ってください。困った時や辛い気持ちのときは、
どんどん人に頼ってもいいと思います。

就職活動を続けることができました。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
今まで、非正規社員としてでしか働いていたことがありませ

んでした。そのため、今までの経験を活かし正社員として長く
働くことができるような仕事を探しました。面接が苦手だった
ため、面接練習には力を入れて頑張りました。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
就職活動が上手くいかない時、一人だと気持ちも暗くなり、

つらく感じる時もあると思います。「相談する」となると、敷居
が高く感じられ足が重くなることもありますが、一歩踏み出す
ととても気持ちが軽くなりました。ジョブカフェは、ほんの些
細な相談（単に不安だというようなもの）でも話を聞いてくれ
るのでオススメです。
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◆ジョブカフェを利用した感想
　不安がたくさんありましたが、相談員の方に話を聞いてもらっ
ている内に、心のモヤモヤがなくなり、前を向いて就職活動
に取り組めるようになりました。応募書類作成や面接練習で
は自分の納得がいくまで指導を受けることができ、自信をもっ
て本番の面接に臨むことができました。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
　エントリーシートと面接で自分らしさを出せるようにしたこと。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　就職活動中辛いなあと思うことがたくさんありましたが、物事
をプラスに捉え自分を必要としてくれる企業は必ずあるんだ！と思
い続けることで内定をいただくことができました。皆さんを必要と
している企業は必ずあります。前を向いて頑張ってください。

別府市中央町７-８（別府商工会議所２階）
TEL：0977-27-5988　FAX：0977-26-2232
■ 開所時間　月～金曜８：30～17：15
■ 休　　み　土・日・祝日・年末年始
■ 独 自 H P　http://www.beppu-cci.or.jp/jobcafe/

Beppuジョブカフェおおいた 別府サテライト
若者へ魅力ある企業の
橋渡しをする別府サテライト
別府駅より徒歩５分です。経験豊富な相談員

が在籍し、日当たりのよい静かな相談コーナー

でじっくりと相談ができます。会議室を利用し

た採用面接の練習等も実施しています。また、

豊富な経験をもちフットワーク抜群のコーディ

ネーターが、職場体験や会社説明会を通じてあ

なたと魅力ある企業との出会いを提供します。

就職活動で迷ったら、ぜひ別府サテライトへお

越しください!!

◆ジョブカフェを利用した感想
　ジョブカフェの一番の魅力はマンツーマンで不安や課題の
解決に寄り添ってくださることです。私の場合は「自身の強み
探し」「面接対策」において支援をいただき、結果として採用
となりました。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
　自身の強みの模索に時間をかけその強みを存分に生かせる
仕事を探したこと。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　「このまま決まらないのでは」といった不安がいつも頭の片
隅にありましたが、前向きに活動を続ける内に自身の強みや仕
事の魅力を見いだせるようになりました。今では自身を見つめ
なおすという意味で就職活動が自分の糧になったと考えていま
す。皆さん、ジョブカフェに相談して不安を解消してください。

Aさん（28 歳・男性）営業職 Bさん（20 歳・女性）事務職

利用者の声
Voice

利用者の声
Voice

ご希望の就職内定が得られるようONE TEAMで支援
をさせていただきます。お電話をお待ちしております。

若者の定着を願い、就業意識の
高揚、企業理解、仕事理解の促
進及び地域の中小企業と若者との
出会いの場を提供するインターン
シップ、職場見学会、会社説明会、
職業人講話を開催しました。

サテライト管轄内の職業訓
練校や学校で、就職活動セ
ミナーや社会人になるため
の心構えと職場体験前のマ
ナー講習などのキャリア教
育を実施しました。

スタッフ イベントfrom Staff Event File
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◆ジョブカフェを利用した感想
　職務経歴書の書き方、履歴書の書き方、添削を何回もして
いただきとても良い応募書類ができました。合同企業面接会
の案内を毎年いただいていたのに仕事があったり面倒だったり
と参加していなかったのですが、今年参加してみて希望の企業
を見つけすぐに内定をいただくことができ、もっと早く行動す
ればよかったと思いました。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
　今まで非正規社員として働いていたので、次は正規社員とし
て働くことを重視しました。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　合同企業面接会に参加したり、見学を希望したりしながら
企業の情報を積極的に得ることをお勧めします。

中津市殿町 1383-１（中津商工会議所内）
TEL：0979-22-1207　FAX：0979-22-1207
■ 開所時間　月～金曜８：30～17：30
■ 休　　み　土・日・祝日・年末年始

Nakatsuジョブカフェおおいた 中津サテライト
若者と企業をむすぶ架け橋を目指して！
地域社会に貢献できるよう
日々邁進しています!
中津サテライトは中津城にほど近い中津商工会議所の南

側１階にあります。駐車場が広く利用者からはとても好評

です。日当たりのよい室内は情報検索や応募書類等の作

成に最適で、落ち着いてサービスを受けることができます。

県北地区の企業情報に詳しいコーディネーターと相談員

との連携プレーで、あなたの就職活動を応援します。就

職活動で迷ったらお気軽にお越しください。

◆ジョブカフェを利用した感想
　応募すると決めてから試験日まで時間がなく自分だけではど
うしようもならないと思いジョブカフェを利用させてもらいまし
た。考えを押し付けたりするのではなく一緒に考えて形にして
くれたので、面接試験でも自分の素直な気持ちをアピールする
ことができたと思います。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
　周りを驚かせるような目立ったアピールポイントはありませんが、仕
事に取り組んだ姿勢は自信もってアピールできるよう心掛けました。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　自分だけでは行き詰まるときには周りの人に意見を聞いたり
ジョブカフェを利用することで道が開けたと私は思います。就
活をしていたら悩みは尽きませんが気軽に相談できる場所なの
でどんどん活用したらよいと思います。

M.Oさん（30 歳・女性）事務職 N.Iさん（28 歳・男性）介護職

利用者の声
Voice

利用者の声
Voice

「自分に合う仕事が分からない」「やりたいことが見つから
ない」「履歴書の書き方や面接に自信がない」…ジョブカ
フェでは、一人一人に合ったお手伝いを心掛けています。

学校等からの要請により
「就職支援セミナー」を行

いました。

高校において企業人を招い
ての「職業人講話」を行い、
将来の仕事についての意識
を在学中から持ってもらうよ
うに支援しました。

スタッフ イベントfrom Staff Event File
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日田市三本松２丁目２-16（日田商工会館１階）
TEL：0973-23-6898　FAX：0973-23-6899
■ 開所時間　月～金曜８：30～17：30
■ 休　　み　土・日・祝日・年末年始

◆ジョブカフェを利用した感想
　最初は、ハローワークさんの方へ行くか迷っていましたが、イン
ターネットでこちらを見つけ、利用させていただきました。とても親
身にアドバイスをいただくことができて、就職（転職）活動もスムー
ズに行うことができ、複数の受験先から内々定をいただくことが
でき、自分の自信にもつながりました。ありがとうございました！

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
・  自分が安心して働くことができる環境であるかどうかを重要

視しました。
・面接カードに自分の気持ちを入れて書くことに頑張りました。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　面接の際にはテンポ良く返すことを心がけました。少し失敗
しても良いくらいの気持ちで臨むことが大切かな、と思います。

Hitaジョブカフェおおいた 日田サテライト
日田サテライトは
あなたの地元就職を応援します！
日田サテライトは日田商工会館１階に設置さ

れており、就職活動中のみなさまがアクセス

しやすい場所となっております。

室内には明るい日差しも入り、温かみのある

リラックスした空間になっておりますので、み

なさまどうぞお気軽にお立ち寄りください。

◆ジョブカフェを利用した感想
　働きながらジョブカフェに通っていたので、一日に利用でき
る時間は短かったのですが、ジョブカフェの方が丁寧に要点を
押さえて指導してくれたので、無事に面接試験等を乗り越える
ことができました。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
・筆記試験対策
・面接のときに自分が話す内容のまとめ

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　ジョブカフェの方々が明るく、親身になって指導してくれた
お陰で就職できました。皆さんも1人で頑張るのではなく、ジョ
ブカフェの方々と一緒に自分が就きたい職業に就けるよう頑
張ってください！！

Aさん（22 歳・男性）事務職 Bさん（26 歳・女性）事務職

利用者の声
Voice

利用者の声
Voice

誰でも何かをはじめる時の第一歩はとても不安で怖いものです。 し
かしその第一歩は未来につながる大きなステップ !!ジョブカフェおお
いた日田サテライトではあなたの就職活動の第一歩をお手伝いしま
す。悩みや不安がある方はぜひ日田サテライトまでお越しください。

市内の求人事業所と市内で
就職希望の方を対象に企業
合同説明会ビジネス合コン
を開催しました。

各学校や職業訓練校にてビ
ジネスマナーや面接対策等
の就職支援セミナーを実施
しました。

スタッフ イベントfrom Staff Event File
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佐伯市内町１-７（仲町商店街２丁目）
TEL：0972-23-8730　FAX：0972-23-8732
■ 開所時間　月～金曜 ８：30～17：30
■ 休　　み　土・日・祝日・年末年始
■ 独 自 H P　http://jobcafe.saiki.jp/

◆ジョブカフェを利用した感想
　就活がうまくいかず、くじけそうな時いつもあたたかい言葉
で励ましてくれて嬉しかったし、また頑張ろうという気持ちにな
りました。否定的な言葉を全く使われないのですごいなと思い
ました。いつも気にかけてくれて、それがとても励みになり有
難かったです。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
・応募書類の作成法　・面接時の対策　・職場見学

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　就活がうまくいかない時は自分に自信がなくなり、自分はダ
メなんじゃないか…と思ったりします。そんな時は頑張ってい
る自分にご褒美をあげたり、思いっきり気分転換してまた取り
組んでみてください。頑張っている人は必ず良き出会い（就職
先）に巡り会えると思います。

Saikiジョブカフェおおいた 佐伯サテライト
就職活動をお手伝いします！
佐伯サテライトに
ご相談ください！
佐伯サテライトは仲町商店街「仲町プラザ」の隣にあり

ます。

ジョブカフェの名前のとおり“カフェ”に来るように明るい

雰囲気の中、落ち着いて就職活動が行えます。

相談や応募書類の作成はもちろん、専用のスペースで面

接練習も実施しています。お気軽にお越しください。

◆ジョブカフェを利用した感想
　長い就職活動期間中、何度も相談にのっていただき、書類
や面接対策をしていただきました。おかげさまで自分の軸がで
き、面接の際にぶれることなく受け応えができました。効果的
な自己アピール方法も一緒に考えていただけました。いつも親
切かつ丁寧にアドバイスをいただき感謝しています。

◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
　地元企業であることを重視し、多くの企業の話を聞いて自
分に合う企業を探しました。自己分析にもしっかり取り組みま
した。

◆就職活動中の皆さんへアドバイス
　何よりもしっかり対策をすることで自信がつき、面接で受け
応えやすくなると思います。就活は長く大変ですがジョブカフェ
さんに相談に行ってみてください。

Aさん（21 歳・女性）事務職 Bさん（39 歳・女性）受付事務職

利用者の声
Voice

利用者の声
Voice

地元で就職活動をする際、人には相談しにくい悩みや不安
があるという方、少なくないのでは？
就職に自信を持って挑戦していただけるように私たちがお手
伝いします。就職に向けて一緒に考えて、一緒に一歩を踏み
出しましょう。まずはジョブカフェへ！

地元企業と求職者のマッチ
ングを目的とした企業説明
会・就職相談会を実施。企
業側は魅力を発信、求職者
にとっては企業理解に繋げ
ることができました。

求職中の方を対象に職場見
学を実施。仕事内容や求め
られる人材について詳しく説
明を受け、適性や希望に沿
うか考えていただく機会とな
りました。

スタッフ イベントfrom Staff Event File
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将来的な職業選択に役立ててもらうた
め、県内企業で活躍する企業人をお招
きし、仕事の魅力や学生時代に頑張って
おくこと等について話していただきます。

来春卒業予定の学生や、UIJターン希望
者等を対象に企業説明会を開催し、地
元企業の魅力を発信する場を提供しま
す。

インターンシップへの取組を支援するた
め、学生に対し、受入企業に関する情
報提供や、参加する際に気をつけるべき
点等の事前研修を実施しています。

若年者に対し、仕事内容や職場環境の
理解を深めてもらうため、個別の会社説
明会や、職場見学会を開催します。

進学後の学生生活での心構え、入職後
の働く心構え、労働法規についての理
解を深めることを目的としてセミナーを
実施しています。

新入社員及び若手社員に対し、モチベー
ションの向上や後輩指導のスキル習得に
関するセミナーを実施し、職場定着を支
援します。

■ 高校・大学・短大・専門学校等での就職支援セミナー、キャリア教育支援セミナー

将来的に自立した社会人となるための基盤づくりとしての就職意識醸成に関するセミナーから、面接の受け方等の就職活
動に関する実践的なセミナーまで、各段階に応じたセミナーを実施し、学生に対するキャリア教育を支援します。

■ 企業人の職業講話

■ 合同企業説明会

■ インターンシップ事前セミナー

■ 個別会社説明会・職場見学会

■ 進学者・内定者向け講習会

■ 職場定着促進セミナー

教育機関向けサービス

企業向けサービス
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県などが開催する
就職イベント情報を随時更新中！

で検索！

で検索！

ジョブカフェおおいた

大分県　企業説明会　開催情報

ジョブカフェの支援メニューの紹介
や、各所で実施する就職に役立つイ
ベント等のご案内を随時アップしてい
ます。「ジョブカフェおおいた」で検
索するか、こちらの二次元コードから
アクセスください！

県内主要団体（県・市町村・大分労
働局・経済団体・（公財）大分県総
合雇用推進協会）が主催する年間イ
ベントを県庁ホームページに掲載して
います。就職活動の計画作成にお役
立てください。

ジョブカフェおおいたの
ホームページをご覧ください！
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ジョブカフェおおいた
本センター
〒870-0035
大分市中央町３-６-11（ガレリア竹町内）

月～土曜 ９：30～18：00
日・祝日・年末年始

開 所 時 間

休 み

TEL.（097）533-8878
FAX．（097）533-8667

別府サテライト
〒874-8588
別府市中央町７-８（別府商工会議所２階）

月～金曜 ８：30～17：15
土・日・祝日・年末年始

開 所 時 間

休 み

TEL.（0977）27-5988
FAX．（0977）26-2232

中津サテライト
〒871-8510
中津市殿町 1383-１（中津商工会議所内）

月～金曜 ８：30～17：30
土・日・祝日・年末年始

開 所 時 間

休 み

TEL.（0979）22-1207
FAX．（0979）22-1207

日田サテライト
〒877-8686
日田市三本松２-２-16（日田商工会館１階）

月～金曜 ８：30～17：30
土・日・祝日・年末年始

開 所 時 間

休 み

TEL.（0973）23-6898
FAX．（0973）23-6899

佐伯サテライト
〒876-0845
佐伯市内町１-７（仲町商店街２丁目）

月～金曜 ８：30～17：30
土・日・祝日・年末年始

開 所 時 間

休 み

TEL.（0972）23-8730
FAX．（0972）23-8732
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