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沖縄県商工労働部雇用政策課が実施する、企業が求める

一定の知識や、基礎的なスキルを身につける場を提供し、

40歳未満の若年者の早期就職を支援する事業です。

『やりたいこと
を見つけたい！』

そんなあなたを全力でサポートします！

『自分に合った仕事
につきたい！』

ジョブトレとは？
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「自分に合った仕事を見つけたい」「ガチで働きたい」
という気持ちがあればウェルカム！

１か月間の座学で、社会人基礎力をアップ。
話し方、考え方、社会人マナー、ITの基礎を学ぶチャンス。

企業と3か月間の※短期雇用契約を結び、上司や先輩の
指導を受けながら、仕事に取り組みます。

3か月間の職場訓練終了後、
あなたが「この後も、ここで働きたい」、
企業が「この後も、あなたに働いていほしい」
ということになれば、引き続き社員(正社員、契約社員)
として、仕事を続けます。

まずは説明会

仕事を決める前に事前研修

適職を見つけるための職場訓練

そして継続雇用

説明会への申し込みは、
電話でも、webでもOK！

自分に合った仕事だと、
働くことって、想像以上に楽しい！

なくそう！就職のミスマッチ

仕事を始める前の
ウォーミングアップだ！
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なくそう！就職のミスマッチ

なくそう！就職のミスマッチ
コーディネーター 企業開拓員

本音で面談して、何がやりたいのか、
何ができるのかを見極めよう。

求人情報を見つけるプロが、
あなたに合った仕事・企業を提案。

企業説明会・企業見学

職場訓練先の決定

職場訓練中のサポート
コーディネーターが、困ったことや不安がないか、LINEや電話で確認！
企業開拓員が職場訓練先の企業を訪問し、上司や先輩から訓練状況を確認！
問題があったら、解決策を見つけて、がっつりサポート！

web会議のシステムを使ったり、企業に直接行ったりして、
気になる企業の空気、働いている人の雰囲気を感じよう。

いっぱい迷って、いっぱい悩んで、
いっぱい相談してから決めよう。

やりたいこと、自分にあった仕事を見つけて、
経験を積み重ねよう！

ジョブトレ訓練生のための、
スペシャル企業説明会かも！

受入企業には、ジョブトレOB
も多いので、面倒見がGood！
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第１週

第２週
業種・職種研究
ＩＴ、事務、営業、観光、製造、福祉、介護、
建設などの会社説明会や企業見学を実施！
いろいろな業界や職種、企業を知ることで
チャンスを広げよう！

オリエンテーション
書類手続き、心構え、初回面談を実施。

自己理解セミナー
適職探しのために、自分の強み・弱みを知ろう。

社会人の心構え研修
働くことの意味を考えながら、履歴書・職務経歴書の書き方、
模擬面接を実施。

ジョブトレならではの事前研修

コーディネーターとの日々の面談で
自分に合った仕事を見つけよう！
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第４週

第３週

ビジネスマナー研修
ビジネス敬語の使い方、電話対応、
ビジネスメールの書き方、名刺交換など。

オリエンテーション
事前研修の総まとめ、職場訓練で注意点の
注意点などを説明。

ＯＡ研修
ＩＴのマナー、ＩＴの基礎、
Ｗｏｒｄ基礎・応用、
Ｅｘｃｅｌ基礎・応用、
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基礎・応用を学びます。
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使ったプレゼン演習を実施。

ジョブトレならではの事前研修

「少しは使えます(￣∇￣ )V」
と言えることが目標！
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何を、どのように頑張ればいいのか
わかるから、安心して働けるね！

適職を見つけるための職場訓練

3か月間の短期雇用契約
あなたの「この仕事、この会社で頑張りたい！」という気持ちと
企業の「育成するから、うちで挑戦してみないか？」という考え
がマッチングして職場訓練がスタート！！
※ この期間は、企業から給与が支給され、社会保険や雇用保険などの各種保険

にも加入します。

指導計画
３か月間の短期雇用契約時に、企業から、
あなたを、どのように育成するか、
指導計画書を作成して、提示してもらうので、
目標を持って仕事に取り組めます。
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適職を見つけるための職場訓練

振返り研修
３か月の職場訓練中、４回ジョブトレ事務局へ集まって、
コーディネーターとの面談やグループワークを実施。
久しぶりの同期との再会で、気持ちがリフレッシュできます。
元気を注入して、翌日からの職場訓練を頑張りましょう！

成果発表会
計４か月間の事前研修・職場訓練で、ジョブトレは終了。
ジョブトレ卒業式として、受入企業から上司をお招きし、
この４ヶ月間の成果を発表する場を持ちます。

フォローアップ
訓練終了後も、一定期間、ジョブトレ事務局で就職先の企業を
巡回し、皆さんの状況を確認。
残念ながら継続雇用にならない場合も、就職が決まるまで
サポートを続けるので、安心してください！

4か月間、
お疲れ様でした。
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新しい業種へ
踏み出してみてよかった！
ジョブトレ参加前の状況を教えてください。

職業訓練学校で事務業務に活かせる資格を取得したものの、

初めての業種につくことが不安で、自分には向いていないかも

しれないと、なかなか前へ踏み出すことができないでいました。

応募のキッカケを教えてください。

ハローワークでチラシをもらい、初めてジョブトレを知りました。

「私に向いている仕事がわからない、そう思っている方」という記載があり、私と同じように仕事の

向き、不向きを不安に思う人がいることを知り、詳しく聞いてみたくなって電話で問い合わせました。

その際、後々私の担当のコーディネーターになる方が電話に出られ、すごく優しく話を聞いて

くださったので、ジョブトレに行ってみたいと思い応募を決めました。

訓練中、事務局スタッフはどのようにサポートしてくれましたか？

私の不安な気持ちをきちんと聞いて、不安はあってもその上でもやりたいという気持ちを引き出して

くれました。

一人ではチャレンジする事ができなかった仕事への挑戦を一緒に踏み出してくれたのです。

就職したいと思った業種の良し悪しもきちんと説明してくださり、的確なアドバイスもいただいた

おかげで、面接であわてることなく落ち着いて対応する事ができました。

1ヵ月の座学期間終了後、すぐには職場訓練の開始日が決まらなかったのですが、その不安な期間も

とても気にかけて職場訓練開始の日まで全力でサポートしてくださいました。

どのようにして就職活動の課題を克服しましたか？

コーディネーターと面談を重ねながら、自分ができていることと、できていないことを抽出して、

一つずつ課題を解決していきました。

I・Kさん
株式会社ハウスドゥ住宅販売（コザ中央店）

卒業生の声_インタビュー
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自分に自信が持てました
ジョブトレ参加前の状況を教えてください。

公務員を目指していたのですが、就活がうまくいかず、

大学卒業後の 1年はアルバイトをして、その場しのぎ

の生活をしていました。

周りが社会人として活躍している姿を横目に過ごしていたので、

正直「何やってるんだろう自分」と思うことが多々あり、将来に

不安しかありませんでした。

訓練中、事務局スタッフはどのようにサポートしてくれましたか？

毎日、コーディネーターとの面談を行い、訓練生それぞれに合わせて就職先を決めるサポートを

してくださいました。

コーディネーターは、どんな些細な悩みも親身になって話を聞いてくださり、就職活動を行う上で

とても心強かったです。

どのようにして就職活動の課題を克服しましたか？

私はとにかく自分に自信を持ち、そして正直でいることを意識していました。

周りと比べてしまう性格なので、「自分なんか」と思うことが多かったのですが、コーディネーターとの

面談や自己分析を重ねる中で、自分のことを肯定的に見ることができるようになりました。

企業との面接でも、自分の今の気持ちを正直にぶつけたのがよかったのかもしれません。

勤務先での業務はどのようなことをしていますか？ また、何にやり甲斐を感じますか？

主にネット広告の入稿と、レポート業務を行っています。

東京の営業さんたちに感謝されたときに、もっと頑張ろうと思えます。

あとは自分が担当した広告を目にしたときですね(笑)

N・Kさん
オプト 沖縄コーラルオフィス

卒業生の声_インタビュー
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自分を信じて、やってみよう
ジョブトレ参加前の状況を教えてください。

大学卒業後、地元の宮古島に戻り親戚の手伝いや、

祖父の介護の手伝い、家事等をしていました。

久しぶりの地元ではありましたが、毎日同じことの繰り返しで、

正直うんざりしており、「自分は何をやっているのだろう・・・」と

自問自答しながら日々を過ごしておりました。

訓練中、事務局スタッフはどのようにサポートしてくれましたか？

毎日、必ずコーディネーターとの面談があり、どんな些細ことでも相談に乗ってくれて、的確な

アドバイスをもらえて、とても心強い存在でした。

受講された内容のなかで印象に残っていることを聞かせてください。

朝の１分間スピーチです。

最初は１分も話せるのかと疑問と不安しかありませんでした。

しかし、このスピーチのおかげで、話すことの楽しさを知ることができました。

毎回変わるテーマが楽しみで仕方ありませんでした。

どのようにして就職活動の課題を克服しましたか？

ただひたすら、まじめに、難しく考えず、素直な気持ちで取り組んでいました。

勤務先での業務はどのようなことをしていますか？ また、何にやり甲斐を感じますか？

現在は売り場に立って、お客様対応と、商品の整理や品出し等を主にやっております。

お客様のご要望に応えることができて、感謝の言葉をもらえたときにやり甲斐を感じます。

R・Sさん
株式会社リウボウストア 無印良品 天久店

卒業生の声_インタビュー
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何事にも恐れずチャレンジ！
応募のキッカケを教えてください。

ハローワークで失業認定を受けた日に、入り口で

たまたまジョブトレのパンフレットを見つけました。

私が自信のなかったビジネスマナーを含めたくさん

の研修を受けることができながら、かつ訓練手当ももらえる、そして

未経験でもIT企業への就職支援をしてもらえるとを知り、こんな

おいしい話があるのか？！とビックリしました。

内容といいタイミングといい、運命の神様がおりてきてくれたかのようでした。

相談の電話を事務局にしたとき、実は7期生の訓練開始まであと２営業日ぐらいしかなく、

そんな忙しい中でもこころよく面接をしていただきました。

今思えば本当に感謝という言葉しかありません。

訓練中、事務局スタッフはどのようにサポートしてくれましたか？

今思えば、「聴く力」が本当に素晴らしい方たちでした。

一見就活に関係ないような、自分の生い立ちや価値観などを深く掘り下げながら、

訓練生ひとりひとりに親身になって話を聞いてくれたことが印象深いです。

ジョブトレを卒業した後のセミナーなどに参加したときも、ちょっとした弱音などを嫌な顔一つせず

聞いてくれるので、心のよりどころとなっています。

どのようにして就職活動の課題を克服しましたか？

私の就職活動の課題は、 I T業種未経験であることだったと思います。

そのため、前職の実績ややる気のアピールができるように、コーディネーターや講師の先生に

ご指導いただきながら面接の練習をひたすら繰り返し行いました。

「こんな風に言われたらどうしようか？」というレアな質問も提示していただきながら、もともと準備

している質問内容から大きくそれないよう、応用させながら回答できる方法もご指導

いただきました。

N・Kさん
株式会社シナジー

卒業生の声_インタビュー
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考えるよりまずは行動
ジョブトレ参加前の状況を教えてください。

色々な仕事を転々として、どれも長続きせず、

働くことに対して意欲がなくなっていました。

応募のキッカケや訓練前はどのようなイメージだったかを

教えてください。

那覇市ホットプラスさんからの紹介でジョブトレを知りました。

最初ジョブトレを知ったときは固いイメージで、ちゃんとついていけるか心配でした。

訓練中、事務局スタッフはどのようにサポートしてくれましたか？

コーディネーターとの毎日の面談では、就職以外のプライベートな事も相談に乗ってくれて、

安心して何でも話すことができました。

自分の強みを知ることで視野が広がり、想定していなかった福祉業界への道を目指すことが

できました。

受講された内容のなかで印象に残っていることを聞かせてください。

自己理解セミナーやビジネスマナー研修です。

同期のメンバーとグループディスカッションをすることで、今まで気づかなかった自分自身の

性格を知ることができました。

ビジネスマナー研修も、みんなで一緒に楽しく学ぶことができました。

どのようにして就職活動の課題を克服しましたか？

面接が上手くいかないことが続きましたが、あきらめずに面接練習を続けて、面接に挑むことが

できました。

コーディネーターや企業開拓員が励ましてくれたので、とても心強かったです。

Y・Tさん
医療法人城南会小禄みなみ病院

Y・Tさん
医療法人城南会 小禄みなみ診療所

卒業生の声_インタビュー
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継続は力なり
ジョブトレ参加前の状況を教えてください。

高校からの夢だった職種につけましたが、身体的

理由により退職をし、何もやりたいこともなく、ただ

アルバイトを内地でやっていました。

何もやることがないのに内地にいても意味ないなと思い、

沖縄に帰ってきました。

そこで、内地から帰ってきて新しい仕事を探しているときに、ジョブトレを知りました。

ここなら、社会人マナーを磨きながら就活ができると思い応募いたしました。

訓練中、事務局スタッフはどのようにサポートしてくれましたか？

あいさつの仕方や、名刺交換、エクセル、ワードなど社会人としての基礎を学ぶことができ、私自身

面接が苦手でしたが事務局の方々の支えがあり、苦手意識を克服することができました。

受講された内容のなかで印象に残っていることを聞かせてください。

人見知りシャイボーイなので、人前で自分の意見を言うことが苦痛でした。

毎朝行う 1分間スピーチが本当に嫌でたまらなかったのですが、訓練後半に差しかかると

まったく苦痛ではなくなり、楽しんでる自分がいました。

どのようにして就職活動の課題を克服しましたか？

コーディネーターと面談を重ねながら、自分ができていることと、できていないことを抽出して、

１つずつ課題を解決していきました。

今後の展望について教えてください。

今まで接客業を主にしてきましたが、まだまだ見えていない部分が多いと感じています。

日々、自分の中で、何かを試しながら 1日 1歩でも前へ進めるように努力をしていきたいと

思っています。

K・Nさん
ソーエイドー株式会社

卒業生の声_インタビュー
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卒業生の声_レコメンドコメント

仕事の悩みは、家族や友達に相談しにくくありませんか？

身近だからこそ、心配して安定した仕事を勧めてくれます。

それが、自分のやりたいことなら構いませんが、もし違うならジョブトレへの参加を考えてみてください。

新たな自分が発見できます。

転職は勇気が必要ですが、新たな同期（訓練生）がいるので、わかり合えると思います。

ジョブトレに参加すると決めたなら、事務局スタッフを信用して、自分に素直になることをお勧めします。

自分に向いてないかもしれないと不安に思う仕事もあると思いますが、挑戦してみないと分からない

なと私自身が実感しました。

ジョブトレに出会えたおかげで一人ではなく、みんなで挑戦することができるので、このジョブトレの

時間を活かしてやってみたい、やりたいと思う仕事にぜひチャレンジしてほしいです！
事務
経理
BPO

販売

人間、何かをやろうとすると、まず考えますよね。

ですが、考えすぎてその場から動かなくなってしまっては意味がありません。

考えることも大事ですが、たまには何も考えず軽い気持ちで『やってみよう』と一歩踏み出すのも

ありだと思います。

その一歩が、もしかしたらあなた自身を大きく変えてくれる一歩になるかもしれません。

考える前に軽くでよいので、まずは一歩踏み出してみてください。

私自身もそうでしたが、一人で悩んでいるだけでは何も始まりません！

こと就職活動に関しては相談することが難しいと感じてしまうと思います。

ですがジョブトレではコーディネーターをはじめとするスタッフの皆さん、そして他の訓練生の

仲間があなたの味方です！就職活動を焦らずじっくり、そして楽しみながら頑張ってください！

観光

IT
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ジョブトレは変わるための場所です。

訓練中、自分のスキルや履歴書と向き合ううちに、自信をなくしたり不安になったりすることも

あるかもしれません。

ジョブトレには、そんな不安や悩みを就活成功の原動力に変えていけるコーディネーター達が

います。

ここでなら、訓練前の経歴も訓練中の悩みも就活の挫折も、すべて前向きに進んでいく力に

変えられます。

訓練生に唯一要求されるのは、あきらめないことだけです。

自分の可能性を開花させられる企業と出会えるまで、がんばってください。

IT

就職活動は本当に大変だと思います。

自己分析したり、履歴書を書いたり、面接練習をしたりと面倒くさいし、一方で面倒くささから

逃げるというか、ラクしたいと思う自分もいるし…..私がそうでした。

ですが、ジョブトレに参加するにあたり、本気でやろうと決めたから、私は今の会社で働けています。

ジョブトレの事務局の方々はサポートをしてくれます。

ですが、最後は自分自身の決意だけなんです。

自分で切り開かないと 1歩も進めません。

自分の道は自分で見つけ出し、歩幅は人それぞれですが 1歩でも前に進んでいけるように本気で

取り組んでください。

観光

介護
福祉

これから就職活動を行うにあたって、周囲から多くのサポートをもらえますが、それをあまり頼って

ばかりではいけないと思います。

自分の事は自分で責任を持って、どうしたら良いか考えて行動できるからこそ、しっかりとした

サポートがあると思います。

毎日ジョブトレに通える 1ヶ月間（座学）という時間はとても短いです。

時間を無駄にせず、焦らずしっかりと考えて、相談を行いながら行動すると良いと思います。

卒業生の声_レコメンドコメント
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卒業生の声_ジョブトレを振り返って

23歳 那覇市

※ ITへ

21歳 うるま市

※ 事務・経理・BPOへ

24歳 沖縄市

※ 事務・経理・BPOへ
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卒業生の声_ジョブトレを振り返って

23歳 石垣市

※ 製造へ

31歳 糸満市

※ 営業へ

21歳 浦添市

※ ＩＴへ

27歳 那覇市

※ ITへ
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卒業生の声_ジョブトレを振り返って

23歳 豊見城市

※ 事務・経理・BPOへ

20歳 宜野湾市

※ 観光へ

19歳 沖縄市

※ 事務・経理・BPOへ

20歳 南城市

※ ITへ



P.19

卒業生の声_ジョブトレを振り返って

22歳 沖縄市

※ 事務・経理・BPOへ

19歳 那覇市

※ 観光へ

23歳 豊見城市

※ 事務・経理・BPOへ

2２歳 南城市

※ 事務・経理・BPOへ
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ジョブトレの実績

143人
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97人

53人 51人
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86.4%
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50人

100人

150人

200人

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

採用人数 継続雇用者数 就職者数 就職率

平成28年度から平成31年度までの４年間で、

337人（86.4%)の訓練生が就職しています。

※ 採用人数：ジョブトレに参加した者の数。

継続雇用者数：3か月の職場訓練後、就職が決まった者の数。

就職者数：ジョブトレの支援の下、年度末までに就職が決まった者の数。

就職率：ジョブトレに参加した者のうち、年度末までに就職が決まった者の割合。
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ジョブトレの実績_訓練生受入企業（抜粋）

<ＩＴ>
(株)オーシーシー
(株)シナジー
(株)ドリコム沖縄
(株)おきぎんエス・ピー・オー
沖縄アスコン(株)
沖縄教育プロダクション(株)
(株)オプト
(株)シーエー・アドバンス
(有)エヌ・ユー・エス沖縄支店
(有)プラス
ユーマーク(株)
(株)プラスナレッジ
全研本社(株)沖縄オフィス

<観光>
(株)かりゆし
(株)南都 おきなわワールド
ANAクラウンプラザホテル那覇
メルキュールホテル沖縄那覇
オキナワグランメールリゾート
ホテル日航アリビラ

<事務・経理・BPO>
ソニービジネスオペレーションズ(株)
日本コンセントリクス(株)
(株)ゼンリンインターマップ
日本アイ・ビー・エム・

スタッフ・オペレーションズ(株)
オリックス・ビジネスセンター沖縄(株)
(株)あなぶき会計事務センター
(株)ハウスドゥ住宅販売
三井住友トラストクラブ(株)
有田貴治税理士事務所

<営業>
沖縄日野出(株)
丸正印刷(株)
(株)ハイテックシステム
(株)ダイオキ
ペーパーネット沖縄(株)
(株)リクルートライフスタイル沖縄

<製造>
(株)みなと食品沖縄
(株)御菓子御殿
(株)サン食品
ひろし屋食品(株)

<販売>
(株)日進商会
(株)ラッキー自動車商会
(株)プラザハウス
ＳＵＮモバイル(株)
(株)善林堂
(有)比嘉酒造
ヨナーズホールディングス(株)
(株)リウボウストア
(株)イー・コード
(株)タカダ
アサヒ化粧品(株)

<介護・福祉>
(株)成和ユニテック
社会福祉法人沖縄偕生会
社会福祉法人転生会
医療法人愛和会
医療法人おもと会 大浜第二病院
デイサービスセンターたんぽぽ
医療法人城南会

<建設、その他>
(株)和高建設工業
日邦メタルテック(株)
(株)テクノ工業
(株)南新物産
沖縄工業検査(株)
沖縄美装管理(株)
(株)近代美術
(株)マルユウハウジー
(株)ライフコーポレーション
(株)琉海ロジスティックス
(株)高田産業
(株)ユニテックス
(株)ゼロファーム
一般社団法人沖縄県労働基準協会
NPO法人沖縄県脊髄損傷者協会
沖縄経営指導協会
エイティエス(株)

大変お世話になっております。
これからも、よろしくお願いいたします。



そう、ジョブトレならね

ホームページ LINE

〒900-0016 那覇市前島2-21-13 ふそうビルディング11F

098-866-3611


