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。

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！（平成30年12月末日現在）

相談件数（来所・電話等）

181,854 件
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。

セミナー利用者数

181,854 件
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。
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就職決定者数

181,854 件
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。

就職決定率

（H30.4月～12月）

就職決定者数
新規登録者数

よく聞 かれる
「悩み」や「相談」
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
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・・・⇒
長所・強みなどの自己 PR が書けない・・
・⇒

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
へ

職業訓練で資格をとって仕事に就きたい・・・⇒
就職活動や就職後の不安な気持ち・悩みを整理したい・・・⇒

へ

企業情報・求人情報の提供

就職相談
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 頂くとお 待 た
せせずに相 談を
受けられます。

パソコンによる適性診断
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。

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。

企業見学

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。

就職支援セミナー

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。

応募書類の添削、模擬面接

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。

職業紹介・職業訓練

最寄りのハローワークへご案内します。

就職後のフォローアップ

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。
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本センター
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

ジョブカフェに来てみたら…

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。

あなたを変える何かがある!!
ジョブカフェおおいた
本センターで、待っちょるよ!!

センターの全景

センターの
様子

本センター見取図

①受付
ジョブカフェの説明を聞いてね。

④パソコンスペース
パソコンによる適性診断ができ
ます。
また書類作成にも利用で
きます。

出入口

①
③
④
②記載スペース

②
⑦

④

「利用申し込み書」に記入します。
トイレ

⑤

⑤
⑥
⑤

③相談ブース
ゆっくりと相談できます。

⑦資料コーナー
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。
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⑥セミナールーム
少人数を対象とした各種
セミナー を 実 施してい
ます。

⑤個別相談ブース
模擬面接もしています。

平成29年度年間利用者数

就職までの平均来所回数

スタッフ

これでいいの？
いいんです。それでいいんです！
就職活動をしていると、迷ったり…不安になったり…自信をなくし
たり…なんてことあったりしませんか？そんな時は、私たちジョブカ
フェ相談員とお話してみませんか？１人で開けられない扉でも誰か
と一緒なら開けられるかも。

キャリア教育支援

イベント

求職者からの声をもとに、さまざまなイベント・セミナーを実施し
ています。
今年度はそのひとつとして「就職フェア」当日に「ビジネスメイク
＆スーツ講座」（若年者地域連携事業共催）を開催しました。こ
の他にも、高校や職業訓練校において「就職支援セミナー」も実
施しました。

「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、現場の生の声を聞き
ながら、相談対応やセミナーの企画・実施をす
るなどして、学生のよりよい就職に向けたお手
伝いをしています。

利用者の声

利用者の声

Ｉさん（大学生・女性）販売職
◆ジョブカフェを利用した感想
就職活動に関して右も左も分からない状態でしたが、個別で親
身に相談にのって下さったおかげで、不安を解消し前向きな気持
ちで就職活動に臨むことができました。エントリーシートの添削の
際は、しっかりと枠組みやコツを伝授して下さったので、どの企業
にも対応できる力がつき本当に感謝しています。アットホームな雰
囲気が最高！
◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
重視したことは、自分のやりたいことができる企業かどうかという
ことです。少しでも自分のやりたいことができるフィールドでないと、
モチベーションを保って仕事ができないと思うからです。頑張った
ことは、面接の際に入室から笑顔でハキハキと話すことです。
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
自分のビジョンをしっかり持って活動することで、自分に合った
企業に巡り合えると思います。忙しい毎日が続くと思いますが、い
ろんな場所で会う人との出会いを大切にしながら、就職活動に前
向きに取り組んでください。

Ｍさん（34 歳・女性）ヘルプデスク職
◆ジョブカフェを利用した感想
行動の指針を得られたこと、精神的に支えられたことに感謝して
います。何が大切か教えて頂きましたし、自分を追いつめ過ぎな
いよう調整もして下さいました。また、自分の良い部分を発見する
助けにもなりました。就職活動は全て自分一人でするものだと思っ
ていましたが、応援して下さる方のおかげで自分の気持ちを整理し
て、良い結果を得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
自分の強み、やりたいことを把握するために過去を振り返る。そ
の上で企業研究を行い、自分のやりたいことが実現できる企業を
特定する。何を優先すべきか、どこまで深く掘り下げるべきかを考
えることで、効率良く就職活動を進めることができました。
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
就活中は自信をなくしたり、何をしたらよいのか分からなくなっ
たり、精神的に不安定になることも多いと思います。行動は自分
が主体的に起こすものですが、迷った時困った時はジョブカフェの
皆さんがあなたを支えてくれます。一人で悩まないで、ぜひジョブ
カフェを訪れてみてください。
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別 府サテライト
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/

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！
！

スタッフ

まずはジョブカフェへお電話ください。ご希望の就職内定が得
られるよう全力で支援をさせていただきます。

利用者の声

イベント

若者の定着を願い、就業意識の高揚、 サテライト管轄内の職業訓練校
企業理解、仕事理解の促進及び地域
や学校で、就職活動セミナーや
の中小企業と若者との出会いの場を提
社会人になるための心構えと職
供するインターンシップ、職場見学会、 場 体 験 前 のマナー 講 習 などの
会社説明会、
職業人講話を開催しました。 キャリア教育を実施しました。

利用者の声

A さん（21 歳・女性）金融業
◆ジョブカフェを利用した感想
周りよりかなり遅れたスタートをきり、不安で一杯だったのです
が、カウンセリングにより不安が解消できました。前向きに考えら
れるようになったのもジョブカフェを利用してモヤモヤを晴らせたか
らだと思います。
◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
地域貢献をしたかったので、勤務地を重要視しました。就職活
動が遅れていたのでとにかく積極的に合同会社説明会に足を運び
ました。
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
何をしていいかわからない、不安だ、という気持ちで時間を使っ
てしまうより、先ずジョブカフェに相談して不安を解消しましょう。
合同会社説明会に参加しましょう。
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B さん（22 歳・男性）新聞社
◆ジョブカフェを利用した感想
履歴書の添削だけでなく、その他の細かいことまで丁寧に指導
してくれました。また、地域に根差しているということもあり、地元
企業を受けるのであれば一度利用することをお勧めします。
◆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。また、自分が積極的に動くことが出来、自
分の成長につながる企業。
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
自分がやってきたことに自信をもって、何故そこで働きたいの
か、自分には何ができるのかと
いったことを明確に伝えることが
出来れば、それ以外に心配する
ことはありません。

中 津サテライト
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

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。

スタッフ

「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。

利用者の声

イベント

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。

利用者の声

Ｎさん（29 歳・男性）製造職
◆ジョブカフェを利用した感想
応募書類の記入方法や添削など様々な事にお世話になりました。
分かっていたつもりでしたが、間違って覚えていたことや変わって
いることもあり、利用してよかったと思います。
◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
自分の事を客観的に見たり、第三者の目から見てもらい自分を
理解したうえで、書類作成や面接に活かせるよう頑張りました。
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
中途採用を目指している方は、最初の就職活動の事を覚えてい
なかったり、当時と違うことがあったりするので、一度確認して見る
ことが大事だと思います。

Ｉさん（23 歳・男性）小売業
◆ジョブカフェを利用した感想
職員のみなさんはとても親身になって対応してくれました。就職
して働くことについての考え方を大きく変えるきっかけになりまし
た。
◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
自己分析をしっかりして、強みや弱みを理解すること。気になっ
た仕事や企業に対して頭で考えるだけでなく、実際に見学や面接
など行動に移すこと。
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
自分に合った職場は必ずどこか
にあります。諦めずに挑戦してく
ださい。
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日田サテライト
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

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。

スタッフ

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。

利用者の声

イベント

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。

利用者の声

A さん（20 歳・女性）販売職
◆ジョブカフェを利用した感想
履歴書の書き方から面接の練習まで何もかもアドバイスを頂き
ました。ジョブカフェのおかげで面接も詰まることなく質問に答え
ることができ、就職することができました。本当にありがとうござ
いました！
◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
求人情報をよく確認しました。
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
面接が嫌だなと思う方は多いと思います。ジョブカフェを利用し
てしっかり対策を立てていると、案外面接もうまくいくと思いますよ。
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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。

B さん（29 歳・女性）事務職
◆ジョブカフェを利用した感想
アットホームで相談しやすかったです。面接試験を受ける上で今
までの職歴を振り返り、就職先にてどう活かせるか真剣に考えるこ
とができました。
◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
一番入りたい会社についてよく調べて、不安な点をなくし試験に
臨みました。
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
ジョブカフェを積極的に何度でも利用して採用を勝ち取りま
しょう！

佐 伯サテライト
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/

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通り“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。

スタッフ

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！

利用者の声

イベント

学校や職業訓練校にて職場体験
事前マナー研修や就職活動講習
会のセミナーを実施しました。

求職中の方を対象に職場見学を
実施し、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頂く
機会となりました。

利用者の声

A さん（33 歳・男性）総務職
◆ジョブカフェを利用した感想
個別に時間を取って相談にのって頂き、とても気軽に利用するこ
とができてよかったです。面接対策は一人ではできないので、良
いシュミレーションになりました。自分では気づけないこともあった
ので新しい発見がありました。
◆就職活動で重視したこと、頑張ったこと
・面接対策
・求人情報を毎日チェックする
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
私自身、なかなか希望の就職先が見つからず、不安な毎日でし
たが再就職することができました。ゆっくりでも興味を持ったところ
に応募していくことが大事だと思います。

B さん（21 歳・女性）事務職
◆ジョブカフェを利用した感想
自分の長所や就活の方向性に対する気持ちを引き出して頂いた
ことが一番よかったです。たくさん話を聞いて頂けたので自分の長
所や短所、やりたいことが明確になりました。結果、自分に合った
企業に採用頂けたと思っています。本当に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
・自己分析 ・モチベーションを上げること
・企業の色を知ること
◆就職活動中の皆さんへアドバイス
就活中はネガティブになる時も
あると思いますが、自分を否定し
過ぎず『うまくいくことを想像す
る』ことが大切だと思います。着
飾った自分ではなく、ありのまま
の自分とマッチする企業を探すこ
とが重要です。周囲の声を鵜呑
みにせず自分の気持ちを大切に
頑張って下さい。
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教育機関向けサービス
■ 高校・大学・短大・専門学校等での就職支援セミナー

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

■ インターンシップ事前セミナー

■ 内定者向け講習会

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
して頂きます。

インターンシップへの取組を支援するため、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学生に対して実施
しています。

就職内定者の不安を解消し、職業生活への円
滑な移行を支援します。

企業向けサービス

9

■ 合同企業説明会

■ 個別会社説明会・職場見学会

■ 職業定着促進セミナー

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。

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。

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。

ジョブカフェおおいたの
ホームページをご覧ください！
ジョブカフェおおいた

で検索！

県などが 開催する
就 職イベント情報を随 時更新中！
大分県

企業説明会

開催情報

ジョブカフェのサービスメニューの紹介や、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」で検索するか下記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。

で検索！
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ま ち で 、ネ ッ ト で 、つ か え る 、学 べ る 就 職 ひ ろ ば

ジョブカフェおおいた
ジャングル
公
園

本センター

別府サテライト

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

T E L .（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

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）

T E L .（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

大分銀行

GS

損保ジャパンビル

T E L .（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

発行 / 大分県

府内５番街

トキハ

10

至 大道トンネル

ローソン

210

別府駅

亀の井
ホテル
不老泉

ひよこ
本舗

別府商工会議所2F

至 大分

TOKIWA
別府店
至 亀川

10

福澤旧居

南部小学校

小幡記念
図書館

野

駅

中村病院

中津城

至明

大分

ゆめタウン中津

童心会館 福岡銀行
大分銀行
若草
保育園

歴史民俗
南整形外科 資料館
クリニック

中津駅
サンリブ

中津商工会議所

中津市役所
文化会館

日田ルーテル
幼稚園

日田商工会館

リンガーハット

Goody
寿通り

日田郵便局

コスモス

ザ・ダイソー
原病院

ベスト電器

212

佐伯サテライト
〒876-0845
佐伯市内町１-７（仲町商店街2丁目）

大分銀行
本店

駅前通り

開所時間 月～金曜 8：30～17：15
休み
土・日・祝日・年末年始

ガレリア竹町通り

新宮通り

T E L .（0977）27-5988
FAX.（0977）26-2232

ソレイユ

一方通行

流川通り

〒874-8588
別府市中央町７-８（別府商工会議所２階）

ジョブカフェおおいた本センター 至鶴崎

197

ＯＡＳＩＳ
ひろば21

T E L .（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

GS

至別府

セントポルタ中央町

〒870-0035
大分市中央町3-6-11（ガレリア竹町）

ハローワーク大分

至10号線
仲町プラザ

佐伯
鶴城高校

217

明林堂書店
至佐伯駅

仲町商店街
新町通り

佐伯サテライト

うまいもん通り
伊予銀行
佐伯商工
会議所

表紙デザイン / 大分県立芸術文化短期大学美術科 村田 ショーン拓也

GS
至佐伯港
和楽

