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課 名 産業振興・雇用推進課 
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課長 舩守 秀樹 

室長 友田 邦彦 

主任 前尾 雄一郎 

 

広 報 連 絡 
 

１ 件   名  正規雇用に向けて就職氷河期世代を支援します 

 

２ 趣   旨   非正規雇用で就業中または離職中の方で、正規雇用を希望して

いる３５歳以上５０歳以下の求職者を対象とした個別相談窓口

を開設します。また、就職支援研修の参加者を募集します。 

 

３ 参加対象者  次のすべてを満たすこと 

         ・３５歳以上５０歳以下の方（就職氷河期世代） 

・非正規雇用で就業中または離職中の方 

・正規雇用を希望している方 

 

４ 個 別 相 談 （１）窓口開設日時 

令和３年７月１９日(月)～令和４年２月２８日(月) 

月曜日から金曜日：１７時３０分～２０時 

日曜日および祝日：１０時～１７時 

※ ８月１３日～１５日のお盆期間および１２月３１日～

令和４年１月３日の年末年始期間を除く 

※ １２月１日以降は月・水・金曜日のみ 

        （２）相談方法 

電話相談または対面による相談 

        （３）電話番号 

          ０１２０－３９３－１０６ 

        （４）相談場所 

          株式会社ＫＧ情報岡山支社１階 

（岡山市北区平田１７０－１０８） 

※ 事前予約をすることによりＪＲ岡山駅西口から徒歩７分

の別会場（岡山市北区清心町１－２５）での相談も可能 

 

（裏面あり） 



５ 就職支援研修 （１）開講日 

①しごと計画コース 

 令和３年９月８日（水）～（全３回・計 10 時間） 

令和３年１０月１５日（金）～（全３回・計 10 時間） 

②介護・福祉の就職支援コース 

 令和３年８月２９日（日）～（全９回・計 30 時間） 

③事務・ＩＴスキルアップコース 

 令和３年９月４日（土）～（全６回・計 25 時間） 

④セールス・サービス職の就職支援コース 

 令和３年８月３１日（火）～（全６回・計 25 時間） 

⑤フォローアップコース 

 令和４年１月１９日（水）～（全３回・計 10 時間） 

令和４年１月２１日（金）～（全３回・計 10 時間） 

        （２）研修場所 

          第一セントラルビル２号館会議室 セントラルフォレスト 

（岡山市北区本町６－３０） 

※ 一部の研修は別の場所で実施 

※ オンラインでの受講も可能（一部対象外あり） 

 

６ 参 加 料  無料 

 

７ 申 込 方 法  受託事業者のＷｅｂページ、電子メール、電話から申し込み 

 

８ 申 込 窓 口 （受託事業者）株式会社ＫＧ情報 岡山支社 

〒７００－０９５２ 岡山市北区平田１７０－１０８ 

 

Ｗｅｂページ URL https://okayama-hyougakishien.e-arpa.jp 

 

         電子メールアドレス hyougakishien@kg-net.co.jp 

 

電話番号 ０１２０－３９３－１０６ 

 

受付時間 月曜日～金曜日の各日９時～１７時３０分 

 ※ 受付開始は７月１２日（月）～ 

 

９ 備   考  ※ 就職支援研修の受講者を対象とした合同企業説明会を１１月

２９日（月）および３０日（火）に開催予定 

※ 参考資料としてチラシを添付 

https://okayama-hyougakishien.e-arpa.jp/
mailto:hyougakishien@kg-net.co.jp


正社員採用

就職氷河期世代の正規雇用化支援事業

令和 3 年度岡山市委託事業

対象年齢

※すべて無料。費用は一切かかりません。

「自分が対象かどうかわからない」

という方もお気軽にお問い合せください。

現在非正規雇用で
就業中の方

参加無料

参加条件 個別相談窓口開設

35歳～50歳以下

非正規雇用や無職から正規雇用を目指している方のご相談をお待ちしています。「転職活

動への不安」「スキルに自信がない」などのお悩みを専任のキャリアカウンセラーがお聞

きした上で、ご希望に応じた就職支援を行います。

就職支援研修開催

合同企業説明会開催

仲間と一緒に正社員を目指しませんか？自分の適性を知ることから始めるコースや、職種・

業界等に特化し、スキルアップ＆インターンシップ体験を通じて正社員を目指せるコースな

ど、内容充実の研修コースを複数ご用意しています。

採用に意欲的な岡山市内の企業の採用担当者と直接お話ができる説明会です。

研修についての詳細は裏面をご覧ください

合同企業説明会についての詳細は裏面をご覧ください

または
離職中の方

岡山市内の企業で
正規雇用を
希望している方

0120-393-106

相談窓口実施日 /時間

相談窓口場所
岡山市北区平田 170-108
( 株式会社 KG 情報岡山支社 1F)

事前予約で JR 岡山駅近くでもご相談が可能です。
岡山市北区清心町 1-25（JR 岡山駅西口から徒歩 7 分）

7月19 日(月)～2月28日(月)

月曜～金曜／17:30 ～ 20:00

無料駐車場完備

※お盆 8/13 ～ 15、年末年始 12/31 ～ 1/3 は除く

オンラインでの
対応も可能

オンラインでの
対応も可能

予約なしの相談もOK予約優先

相談窓口専用ダイヤル

※12月 1日 ( 水 ) 以降は月曜・水曜・金曜のみ実施

日曜・祝日／10:00 ～ 17:00

対面 / 電話 / メール /LINE/ ご希望に合わせてじっくり相談できます。



[ 主催 ] 岡山市
[ 受託事業者 ] 株式会社 KG 情報 岡山支社　　
　　　　　　　〒700-0952 岡山県岡山市北区平田 170-108

岡山市　氷河期支援

https://okayama-hyougakishien.e-arpa.jp

hyougakishien@kg-net.co.jp

受付時間　月～金 /9:00 ～ 17:30
0120-393-106

就職支援研修
しごと計画コース

①自分の興味や関心を適性検査で知る　②仕事をする上で必要な社会人基礎力とは？

③国家資格キャリアコンサルタントによる職務経歴書やキャリアプランシート 作成支援

COURSE

COURSE

COURSE

COURSE

COURSE

正社員として働きたいあなたを応援

会場でキャリアカウンセラーがサポートします

水曜日コース 9/8、9/15、9/22　金曜日コース 10/15、10/22、10/29日程 期間

介護・福祉の就職支援コース

①専門講師による介護職員初任者研修の一部を受講

②介護の現場を体験するバスツアー　③介護職インターンシップ ( 職場体験 ) で自信をつける

事務・IT スキルアップコース

①事務職で求められる接遇・マナースキル講座　②動画学習 schoo を使ったスキルアップ学習

③企業で必要とされるスキルを企業担当者との座談会で学ぶ

セールス・サービス職の就職支援コース

①営業職・接客に求められるコミュニケーション術

②動画学習 schoo を使ったスキルアップ学習　③営業・接客のロールプレイング研修

フォローアップコース

合同企業説明会後

①自己分析と適性の見直し～キャリアカウンセリング　②就職スキル支援

Excel 関連／「Excel 入門・正しい使い方と考え方」「Excel マクロ／ VBA の使い方実践」等 26 講座

Web デザイン HTML 関連／「Web デザインのための HTML 入門」「JavaScript 入門」等 19 講座

営業職関連／「交渉術の基礎と実践」ほか多数

あなたの希望に応じて学びたいスキル分野の

授業動画を視聴し学習するツールです。

2022年 1月 19日～開始予定

オンライン

研修サービス

Schoo for Business

受講を含む

未経験から

介護職の

専門知識を

身につける

オンライン研修サービス Schoo for Business って何？

自分の適性

を知って

仕事選びに

役立てる

3日間（合計 10 時間）

8/29～ 11/14（日曜日開催）日程

貸会議室セントラルフォレスト ( 岡山市北区本町 6-30)　※一部の研修は別の場所で実施します。場所

貸会議室セントラルフォレスト ( 岡山市北区本町 6-30)場所

貸会議室セントラルフォレスト ( 岡山市北区本町 6-30)場所

岡山コンベンションセンター（岡山市北区駅元町 14 -1）場所

貸会議室セントラルフォレスト ( 岡山市北区本町 6-30)場所

期間 9 日間（合計 30 時間）

9/4 ～ 10/30（土曜日開催）日程 期間

3 日間期間 （合計 10 時間）

8/31 ～ 10/26（火曜日開催）日程

6 日間期間 （合計 25 時間）

ビジネススキル 322 種類、OA スキル 47 種類、プログラミング 153 種類等　全授業 6200 本

仕事に活かせるスキルを
オンラインで学べる授業動画 ※6/7 現在

第一線で活躍する講師による

お申込み・お問合せ

オンライン

研修サービス

Schoo for Business

受講を含む

6 日間（合計 25 時間）

11月29日 30日月 火合同企業説明会
就職氷河期世代の採用に意欲のある企業と出会うチャンス！

（フリーダイヤル）

公式

webサイト


