お問い合わせ先
■ 不安定な就労状態にある方への支援

1

・ハローワーク福岡中央（福岡わかものハローワーク内）ミドル世代サポートコーナー
所在地／福岡市中央区天神１−４−２エルガーラオフィス１２階
連絡先／☎ 092-726-5700 FAX 092-771-4745

・ハローワーク小倉

ミドル世代サポートコーナー

所在地／北九州市小倉北区萩崎町 1-11
連絡先／☎ 093-941-8609 FAX 093-941-8631

・北九州新卒応援ハローワーク小倉内

ミドル世代サポートコーナー

就職氷河期世代の
活躍を支援します

所在地／北九州市小倉北区浅野 3-8-1ＡIＭビル 2 階
連絡先／☎ 093-512-0304 FAX 093-531-1103

2

・福岡県若者就職支援センター

所在地／福岡市中央区天神 1-4-2
エルガーラオフィス 12 階
連絡先／☎ 092-720-8830
FAX 092-725-1788

3

・福岡県中高年就職支援センター

所在地／福岡市博多区博多駅東
1-1-33 はかた近代ビル 5 階
連絡先／☎ 092-292-9250
FAX 092-292-9247

■ 長期にわたり無業の状態にある方への支援

4

バブル崩壊後の雇用環境が厳しい時期（概ね平成５年から平成１６ 年）に学校卒業期を迎えた、いわゆ

・福岡若者サポートステーション

る「就職氷河期世代」の活躍を支援するため、福岡労働局、福岡県をはじめ、関係行政機関、独立行政法人

所在地／福岡市中央区天神 1-4-2 エルガーラオフィス 11 階・12 階
連絡先／☎ 092-739-3405
FAX 092-739-3408

高齢・障害・求職者雇用支援機構、福岡県内の経済団体、労働団体、支援団体等を構成員とする「就職氷河
期世代活躍支援「ふくおかプラットフォーム」」を令和元年１２月２日に設置しました。

・北九州若者サポートステーション

就職氷河期世代の活躍に向けた各種支援についてご案内します。

所在地／北九州市小倉北区浅野 3-8-1 AIM ビル 2 階
連絡先／☎ 093-512-1871
FAX 093-512-1872

・筑後若者サポートステーション

就職氷河期世代の方々の状況に応じた支援

・筑豊若者サポートステーション

●就職氷河期世代においては、卒業時の不安定な就労や無業に移行したことなどが端緒となり、今なお、不
安定就労を余儀なくされている方も少なくない状況です。就職氷河期世代には就業状態等に応じ、次のよ
うな方等がいます。

所在地／久留米市城南町 15-3 久留米市役所 2 階
連絡先／☎ 0942-30-0087
FAX 0942-30-0087
所在地／飯塚市吉原町 6-1 あいタウン 3 階
連絡先／☎ 0948-26-6711
FAX 0948-26-6712

主な支援

■ 社会参加に向けた支援を必要とする方への支援

5

・福岡県ひきこもり地域支援センター
所在地／春日市原町 3-1-7
連絡先／☎ 092-582-7530

6

・筑豊サテライトオフィス
所在地／田川市猪国 2559
連絡先／☎ 0947-45-1155

■ 人材確保・助成金活用による企業支援
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・福岡県正規雇用促進企業支援センター
所在地／福岡市中央区天神 1-4-2
エルガーラオフィス 11 階
連絡先／☎ 092-739-8733
FAX 092-725-1776

・福岡市ひきこもり成年地域支援センター「よかよかルーム」
所在地／福岡市中央区舞鶴 2-5-1 あいれふ 3 階
連絡先／☎ 092-716-3344

・北九州市ひきこもり地域支援センター「すてっぷ」

・筑後サテライトオフィス

所在地／久留米市長門石 3-10-34
連絡先／☎ 0942-37-2280

不安定な就労状態にある方

所在地／北九州市戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 2 階
連絡先／☎ 093-873-3130

7

9

・県内各地の自立相談支援機関の相談窓口
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
seikatukonkyuusyajiritusiennseido.html

●正社員で働きたいと思っているのに、不本意
ながらもアルバイト・パート・派遣社員など
非正規雇用労働者として働いている方。

長期にわたり無業の状態にある方
●学校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた
後、職業に就けずに悩んでいる方。

社会参加に向けた支援を必要とする方
●社会とのつながりをつくり、社会参加に向けた

・福岡労働局

福岡助成金センター

所在地／福岡市博多区博多駅東 2-11-1
連絡先／☎ 092-411-4701
FAX 092-411-4703

より丁寧な支援を必要とする方

（ひきこもりの方など）
。

●ハローワークミドル世代サポートコーナー（就職氷河
期世代活躍支援）・福岡県若者就職支援センター・福岡
県中高年就職支援センターでの相談支援
●福岡県若者就職支援センターが実施する社会人イン
ターンシップ
●若者サポートステーションでの相談支援
●若者サポートステーションから福祉機関等へのアウト
リーチ型支援（出張支援）

●福岡県ひきこもり地域支援センターでの相談支援
●各市町村窓口での相談支援
●県内各地の自立支援相談機関での相談支援

福岡県
Fukuoka Prefecture

福岡県福祉労働部労働局労働政策課

就職氷河期世代の皆様へ

お問い合わせ先は、最終ページをご覧ください。

活躍に向けた各種支援
不安定な就労状態にある方への主な支援
【相談支援】
○

ハローワーク福岡中央及び小倉にミドル世代サポートコーナー（就職氷河期世代活躍支援）を
設置し、関係機関と連携しながら就職支援を実施します。
○ 福岡県若者就職支援センター及び福岡県中高年就職支援センターにおいて、じっくり型の個別
就職相談、各種セミナー、企業との面談会等を実施します。
○ 就職した企業に長く勤務することができるように、就職後にも相談支援、職場定着（フォロー
アップ）支援を実施します。

【社会人インターンシップ】
○

就職氷河期世代（34 歳〜 49 歳まで）の不本意非正規雇用労働者等で正規雇用による就職を
希望している方を対象に、企業内インターンシップ参加を通じた安定した雇用の実現に向けて支
援します。
＜詳しくは福岡県若者就職支援センターへ＞

長期にわたり無業の状態にある方への主な支援
【相談支援】
○

若者サポートステーションの支援対象年齢をこれまでの 39 歳までから 49 歳までに拡大し、
就職支援、心理専門職による心理相談、職場体験、研修事業（基礎能力習得研修、グループ ワー
ク、家族セミナー）等によるご本人やご家族への支援を実施します。

【関係機関へのアウトリーチ】
○

若者サポートステーションの支援対象者の把握・働きかけのため、自立相談支援機関や福祉事
務所、ひきこもり支援センター等の福祉機関等へのアウトリーチ型支援（出張支援）を実施しま
す。

社会参加に向けた支援を必要とする方への主な支援
【相談支援】
○

福岡県ひきこもり地域支援センターにおいて、ひきこもり状態の方やご家族からの電話や来所
による相談、訪問による支援を実施します。
○ この他、福岡市、北九州市のひきこもり地域支援センターや県内各地の市町村、自立相談支援
機関などでも相談に応じています。
○ ひきこもりの状態にあわせたきめ細かな支援を関係機関と連携しながら実施します。
※ひきこもりとは、様々な要因によって就労や就学、友人との交流など社会参加の場面がせばまり、
自宅以外での生活の場が長期に失われている状態をさします。

県内企業の皆様へ

お問い合わせ先は、最終ページをご覧ください。

活躍に向けた各種企業支援

● 就職氷河期世代の採用を検討しているのですが．．．
社会人インターンシップ

〜人と仕事のベストマッチングの実現〜

「職場実習（社会人インターンシップ）」を実施します。
1 日から、最長 10 日間の職場体験を通じ、参加者へ「働き方」や「業界・職種の魅力」の理解を
促すことで入社後の早期離職防止につなげ、企業にとっても長く安定した人材確保が実現します。
＜詳しくは福岡県若者就職支援センターへ＞

若者サポートステーションにおける職場体験
職場体験参加者は事前研修にて、職場の基本ルールやマナーを身につけ体験に挑みます。
企業の皆様にも就職氷河期世代の方を知る良い機会となります。
職場体験受入先企業を募集しています。
＜詳しくは若者サポートステーションへ＞
協力企業の声
【菓子製造業】

製造ラインに数名の方が体験から雇用に
至っています。反復する作業は、経験の
ない方でも黙々と安心して働くことがで
きる様です。

【農業】

繁忙期には人手がかかるところ
ですが、体験を経てアルバイト
に来て頂ける様になり、若い力
に助けられています。

【食品加工業】

人手不足の状況もあり、人材を確保した
い状況です。職場体験の際に働きやすい
環境について聞き、体験後も継続して働
いて頂ける様、取り組んでおります。

● 就職氷河期世代に向けた求人を出したいのですが．．．
ハローワークで就職氷河期世代限定求人申し込みができます。
就職氷河期世代限定求人の書き方のアドバイスをします。

就職氷河期世代限定求人の書き方、就職氷河期世代の採用に向けたアドバイス等、人材確保や雇用
関係助成金活用に関する相談支援を行います。
＜詳しくは福岡県正規雇用促進企業支援センターへ＞

● 採用後に企業への支援はありますか？
各種助成金が活用できます。

就職氷河期世代（非正規雇用労働者）の正規雇用に際し助成金（トライアル雇用助成金 / 特定求職
者雇用開発助成金 / 人材開発支援助成金）がご利用できます。
＜詳しくは福岡助成金センターへ＞

職場定着に向けた研修を実施します。
職場定着に向け、コミュニケーション能力向上のための若手社員研修を実施します。
＜詳しくは福岡県若者就職支援センターへ＞

お問い合わせ先は、最終ページをご覧ください。

