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ジョブトレとは？

「本気で就職したい！」
「やりたいことをみつけたい！」

沖縄県若年者ジョブトレーニング事業とは、

沖縄県商工労働部雇用政策課が実施する事業です。

そんなあなたを全力サポート！
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スタートは説明会
『自分に合った仕事を見つけたい！』という決意と
素直な気持ちがあれば大丈夫！！

働く前に事前研修
１か月間の研修で、社会人基礎力をアップ。
話し方・考え方、社会人マナーを得ながら自分と向き合う。

『自分の仕事』を探す職場訓練
企業と３か月間の短期雇用契約を結びます。
上司や担当者の指導を受けながら、実際に仕事に従事します。
※短期雇用契約：企業と労働条件に関する3か月間の契約を結び、

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。

目指せ！！ 継続雇用
３か月の職場訓練終了後、本人と企業が合意すれば、
引き続き社員(正社員・契約社員など)として、
仕事を続けることができます。

(座学研修中は、訓練手当を支給)
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事前研修とは？

第１週

第２週

オリエンテーション
書類手続き、心構え、初回面談

自己理解セミナー
自分の強み・弱みを知る

社会人の心構え研修
働くことの意義、
履歴書・職務経歴書の書き方、模擬面接

業種・職種研究
ＩＴ・観光・事務・営業・製造・福祉介護・建設
など会社説明会や企業見学の実施！
いろいろな業界や職種、企業を知って、
視野を広げよう！
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第３週

第４週

ＯＡ研修
ＩＴ基礎、ＩＴのマナー
Ｗｏｒｄ基礎・応用
Ｅｘｃｅｌ基礎・応用
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基礎・応用
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使ったプレゼン演習

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、職場訓練での注意点
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職場訓練とは？

3か月間の短期雇用契約
あなたの「ここで働きたい」という気持ちと
企業の「あなたにここで頑張ってほしい」という考えが
マッチングして職場訓練がスタート！！

指導計画
企業から３か月間の短期雇用契約時に、
どう育成するのか、
指導計画を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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振返り研修
３か月の職場訓練中、ジョブトレ事務局で、
コーディネーターとの面談やグループワーク。
久しぶりの同期との再会で、気持ちがリフレッシュします。
やる気をアップして、職場訓練へ戻れます。

卒業式の『成果発表会』
計４か月間の事前研修・職場訓練で、ジョブトレ卒業。
ジョブトレ卒業式として、受入企業の担当者をお招きし、
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
卒業後も、一定期間、ジョブトレ事務局で企業を巡回し、
皆さんの状況を確認。
残念ながら継続雇用に至らない場合も、
就職が決まるまでサポートを続けます！

(毎月１回、合計３回)
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訓練生の声 Part 1

ジョブトレ訓練前の状況を教えてください。
調理の専門学校を卒業して、ケーキ屋さんで製造・販売を
していました。
忙しいながらも、充実した8年間でしたが、心のどこかで
『同じ仕事を極めるのもカッコイイけど、他の仕事もしてみたい』と
思うようになりました。

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。
ジョブトレの存在は全く知らなかったので、説明会だけ聞いてから考えようと思っていました。
むしろ、あんまり参加する気はありませんでした。
『私のことを知らない人に、相談とかしてもなぁ～』と思っていました。

どのようにして就職活動の課題を克服しましたか？
担当のコーディネーターに何でも話すようにしました。
最初は警戒しましたが、不安を隠してもバレてしまうので、悩んでいることは思い切って話すことにしました。
人に話すためには、自分が何をやりたくて、何が不安で、何を求めているのかを考えて、言葉にしました。
その過程で、自分自身と向き合うことの大切さに気がつきました。

今後の展望について教えてください。
もっと沖縄、地域のことに関心を持って、知識の幅を広げようと思います。
行ったことのない観光地や、地元の美味しいお店を見つけて、ゲストに自信を持って案内できるように
なりたいです。
尊敬できる上司や同期も多いので、たくさん吸収して、自分の成長につなげていきたいと思っています。

Ｃ・Ｓさん
ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

自分と向き合う
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ジョブトレ訓練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。
何かきっかけをと思い、沖縄本島に来たものの地元に帰ってきた時とさほど変わらない生活で、
ここでもただ時間だけが過ぎていくだけでした。

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。
母からの電話でジョブトレのことを知りました。
勉強しながら訓練手当がもらえて、さらに自分にあった仕事を見つけられるということで、
何か自分が変わるかもしれないと思い受講しようと思いました。

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。

これから就職活動される訓練生の皆様にメッセージをお願いします。
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。
考える前に軽くで良いので、まずは一歩踏み出してみてください。

R・Ｓさん
株式会社リウボウストア 無印良品 天久店

自分を信じて、
やってみよう。

訓練生の声 Part 2
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ジョブトレ訓練前の状況を教えてください。
職業訓練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事ができないでいました。

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。
朝礼で行っていた１分間スピーチです。
考えをまとめることの難しさや、質問をするには相手の話をきちんと聴くことが大事ということを学びました。
グループワークも多くあり、そのおかげでみんなの考えをたくさん聞く事ができました。
私の考えがおよばないことを質問されたり、違う視点の意見を聞けたことによって私も色々な考え方を
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？
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。

どのくらいの訓練期間を経て、いつから本採用になりましたか？
３ヵ月のOJT期間終了後、本採用となりました！
※ OJT：On-the-Job Training、職場訓練

これから就職活動される訓練生の皆様にメッセージをお願いします。
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、
挑戦してみないとわ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皆で挑戦する事が出来るので、
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欲しいです！

Ｉ・Ｋさん
株式会社ハウスドゥ住宅販(コザ中央店)

新しい業種へ
踏み出して良かった！

訓練生の声 Part 3
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「変わりたい」
その気持ちだけで、
どこまでも行ける
ジョブトレ訓練前の状況を教えてください。
高校を卒業して以来１０年間、特に何もせず、
いわゆるニート状態でした。
アルバイトもしない、友達もいないという、社会から完全に引きこもった生活を送っていました。

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？
メールや電話でこまめに連絡を取っていました。
コーディネーターの言葉の端々から私のことを気にかけてくれているのが伝わってきて、とても心強く感じました。

勤務先での業務はどのようなことをしていますか？ 何にやり甲斐を感じますか？
Ｗｅｂライティングをしています。
自分が書いた文章の読みやすさや情報の伝わりやすさについて客観的に考えるプロセスが、
私にとっては一番楽しく、やりがいを感じるところです。

これから就職活動される訓練生の皆様にメッセージをお願いします。
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、そんな訓練生の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、諦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。

Ｋ・Ｙさん
全研本社株式会社沖縄オフィス

訓練生の声 Part 4
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ジョブトレを振り返って

うるま市

浦添市

金武町
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沖縄市

南城市

豊見城市
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ジョブトレの実績

平成２６年度から平成２９年度までの４年間で、

５２５人の訓練生が就職しています。

職場訓練開始者数：1か月の事前訓練終了後、職場訓練を開始した者の数。

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。

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。

就職率：職場訓練開始者数に占める就職者数の割合。

注)
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受入企業一覧(抜粋)
<ＩＴ産業>
(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

<観光産業>
(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)
沖縄フレッシュパック(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

<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

<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

・・・他いろいろ

お読みいただき
ありがとうございました。
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