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「来春卒業予定の就職未内定者に対する集中支援」の実施について
～ハローワークでは、１日でも早い就職内定に向けて学生・生徒を支援します！～

就職未内定の学生・生徒が卒業前に１日でも早く就職先が決まるよう、秋田新卒応
援ハローワーク、各ハローワークでは、平成 27 年 12 月１日から平成 28 年３月 31
日までを集中支援期間として、以下の取組を実施します。
【内容】
１ 各ハローワークに「学卒集中支援コーナー」を設置します。（別紙１）
２ ジョブサポーターが専任の担当者となり、下記のきめ細かな就職支援を行い
ます。
（１）求人情報の提供
（２）応募書類の添削指導
（３）面接指導
（４）個別求人開拓
等
３ 未内定者（高校生）の保護者に対する就職支援メニューの周知や、労働局長と
教育長の連名による就職活動への協力依頼、ハローワークの利用勧奨を行いま
す。（別紙２）
【場所】
秋田新卒応援ハローワーク（秋田市御所野テルサ３階）（別紙３）
県内各ハローワーク
ハローワークプラザアトリオン
【期間】
平成 27 年 12 月 1 日から平成 28 年３月 31 日まで
【対象】
平成 28 年３月卒業予定の生徒・学生及びその保護者
【前年度の実績】
前年度の集中支援では、支援期間（26 年 12 月～27 年３月）中に 671 人が就職
しました。

（別紙１）

就職未内定者への就職支援の実施施設
名

称

秋田新卒応援ハローワーク

所 在 地
秋田市御所野地蔵田3-1-1

（℡０１８－８８９－８４４８） 秋田テルサ３階

秋田公共職業安定所
（℡０１８－８６４－４１１１）

ハローワークプラザアトリオン

秋田市茨島1-12-16

秋田市中通2-3-8 ｱﾄﾘｵﾝﾋﾞﾙ３階

（℡０１８－８３６－７８２０）

秋田公共職業安定所男鹿出張所
（℡０１８５－２３－２４１１）

能代公共職業安定所
（℡０１８５－５４－７３１１）

大館公共職業安定所
（℡０１８６－４２－２５３１）

大館公共職業安定所鷹巣出張所
（℡０１８６－６０－１５８６）

大曲公共職業安定所
（℡０１８７－６３－０３３５）

大曲公共職業安定所角館出張所
（℡０１８７－５４－２４３４）

本荘公共職業安定所
（℡０１８４－２２－３４２１）

横手公共職業安定所
（℡０１８２－３２－１１６５）

湯沢公共職業安定所
（℡０１８３－７３－６１１７）

鹿角公共職業安定所
（℡０１８６－２３－２１７３）

開庁時間
平日

９：００ ～ １７：１５

平日

８：３０ ～ １７：１５

火・水・木

９：００ ～ １７：１５

月・金

９：００ ～ １８：３０

第２・４土 １０：００ ～ １７：００
男鹿市船川港船川字新浜町1-3

平日

８：３０ ～ １７：１５

能代市緑町5-29

平日

８：３０ ～ １７：１５

大館市清水1-5-20

平日

８：３０ ～ １７：１５

北秋田市鷹巣字東中岱26-1

平日

８：３０ ～ １７：１５

大仙市大曲住吉町33-3

平日

８：３０ ～ １７：１５

仙北市角館町小館32-3

平日

８：３０ ～ １７：１５

由利本荘市石脇字田尻野18-1

平日

８：３０ ～ １７：１５

横手市旭川1-2-26

平日

８：３０ ～ １７：１５

湯沢市清水町4-4-3

平日

８：３０ ～ １７：１５

鹿角市花輪字荒田82-4

平日

８：３０ ～ １７：１５

備

考

（別紙２）

高校生への就職支援について

謹 啓
寒冷の候、保護者の皆様には、ますます御健勝のこととお喜び申
し上げます。
さて、秋田県内の新規高卒者を取り巻く就職環境は、求人数の増
加等により改善の傾向が見られるものの、現在も懸命に就職活動を
続けている高校生もいらっしゃるところであり、ご支援をいただい
ている保護者の皆様におかれましては、心中ご不安であると拝察し
ています。
しかしながら、現在も採用活動を行っている企業や、応募可能な
求人があることから、秋田県教育委員会並びに秋田労働局及びハロ
ーワークでは、就職を希望する高校生が、正規雇用として就職でき
るよう、引き続き生徒の就職活動を支援するほか、雇用環境の整備
に努めてまいります。
保護者の皆様におかれましても、お子様のご支援を引き続きお願
いいたします。
ハローワークでは、専門のスタッフがお子様の就職実現に向けて
各種の就職支援を行ってまいりますので、高校での進路相談と併せ
て、是非、お気軽に最寄りのハローワークをお訪ねください。
敬 白
平成２７年１２月
保護者の皆様
秋 田 労 働 局 長 小林 泰樹
秋田県教育委員会教育長 米田
進

ハローワーク○○（若しくは最寄りのハローワーク）
住所
℡

－

（別紙３）

学生・保護者の皆様へ

新卒応援ハローワークとは
大学院・大学・短大・高専・専修学校・高校生のみなさんや卒業後未就職
の若者が、利用しやすく気軽に、就職活動のサポートを受けることができ
る、専門のハローワークです。
秋田新卒応援ハローワークでは、学生等の就職支援を専門とする職員
「ジョブサポーター」を配置し、以下のサポートメニューにより安心して
働くための支援を無料で行っています。

新卒応援ハローワークのサポートメニュー
①

求人情報の提供
地元秋田の求人情報（仕事情報・企業情報）はもちろんのこと、全国各地の求人情報を提供しま
す。新卒者向けの求人だけでなく、既卒者も応募可能な求人やお試し雇用で仕事が自分に合って
いるか見極めてから正社員として働ける求人などを多数とりそろえています。
窓口では、インターネットで公開していない求人も用意しています。

②

就職相談・個別サポート
専任のジョブサポーターがマンツーマンで個別サポートします。
「いい仕事はないかな？」、「希望の求人があるけど、どうやって応募したらいいの？」、仕事を探
す上での疑問を解消したいなど、仕事探しに当たっての各種相談や、エントリーシート・履歴書の
作成相談、面接指導など、あらゆることをサポートします。

③

就職フェア・各種セミナーの開催
年間を通じて、就職説明会や就職に役立つセミナーなどのイベントを開催しています。
これらはすべて参加費無料です。ぜひ参加してみてください。
また、県外で開催予定の各種イベントについても情報提供します。

④

出張相談
県内の各大学等へ出張相談を行なっています。
みなさんの通っている学校の就職支援担当窓口にお問い合わせください。

新卒応援ハローワークのご利用は
全て無料です。

新卒応援ハローワークの場所

■所在地
〒０１０－１４１３
秋田市御所野地蔵田３－１－１
秋田テルサ３階
■電 話
０１８－８８９－８４４８
■ご利用時間
月曜～金曜

フレッシュワークＡＫＩＴ
Ａ

９：００～１７：１５
（受付は１７：００まで）

■交 通
バス：ＪＲ秋田駅東口から
「広面・御所野線」、「仁井田・御所野
線」でイオンモール秋田下車徒歩２分
ＪＲ：秋田駅から奥羽本線四ツ小屋駅下車
徒歩３０分

「フレッシュワークＡＫＩＴＡ」では、カウンセラーによる
個別相談や、パソコンを使った適職診断などが受けら
れるほか、仕事ライブラリーコーナーには、就職活動
に役立つ各種図書やＤＶＤを設置しています。いずれ
も無料ですので、こちらもご利用ください。

秋田新卒応援ハローワーク

■閉庁日
土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）

あきた若者サポートステーショ
ン

フロア案内図

※ 新卒応援ハローワークと同様の支援は、
県内各ハローワーク及びハローワークプラザアトリオンでも受けることができま
す。
ハローワークプラザアトリオンは、第２、第４土曜日も開庁しています。

テルサ外観

総合受付

相談の様子

