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■参加条件
＜以下の3点を満たす方が対象となります＞
⑴年齢が36歳以上51歳以下であること
⑵現在非正規雇用で就業中の方、または離職中の方
⑶岡山市内の企業で正規雇用を希望している方

■事業の概要
⑴総合案内・個別相談窓口の開設／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受けします。
　「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。
　◆相談窓口実施期間：７月19日（火）～２月28日（火）
　◆開設日時：火曜日・木曜日／17：30～20：00　
　　　　　　 土曜日・祝日／10：00～17：00
⑵就職支援研修の開催

⑶合同企業説明会でのマッチング支援／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
　でのマッチング支援を行います。
　◆開催日：11/24（木）・2023.２/10（金）、11（土）
　◆開催場所：岡山コンベンションセンター（岡山市北区駅元町14-1）

※事業の詳細についてはチラシをご覧ください。

2022年7月吉日

「岡山市就職氷河期世代の正規雇用化支援事業」
参加者募集のお知らせ

《 概 要 》

　岡山市は、市内中小企業等の人材確保を支援するため、36歳以上51歳以下の就職氷河期世代の方で、正規雇
用を希望していながら非正規雇用として働いている又は無職の求職者を対象に、個別相談や研修等の就職支援を
通じて正規雇用化を図ることを目的とした事業を実施します。なお、本事業を㈱KG情報が受託いたしました。
　本事業の概要は以下の通りとなります。ご理解の上、本事業へのご参加をお待ちしております。

【会社概要】 
社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980年１月　資本金：10億1,003万6,000円　代表取締役：益田武美
本店：高松　管理本部(岡山)　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、大分、札幌
生産本部：岡山
事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業
URL：https://www.kg-net.co.jp

〈報道関係お問い合わせ先〉
株式会社KG情報　広報担当　林　広美
TEL（086）241-6101　FAX（086）244-4911

①職種（お仕事体験）コース

②PCスキルアップコース　

③仕事の探し方コース

④仕事＆自分理解コース

⑤適職診断・自己再発見コース

⑥ライフプラン（将来設計）コース

コース 日程・研修時間

８月24日(水)～11月16日(水)

８月27日(土)～10月29日(土) 

８月19日(金)～９月30日(金)

12月１日(木)～２月９日(木) 

12月６日(火)～２月７日(火) 

12月２日(金)～１月20日(金)

９日間　合計30時間　＜定員30名＞

６日間　合計17時間　＜定員20名＞

４日間　合計13時間　＜定員10名＞

８日間　合計30時間　＜定員30名＞

６日間　合計16時間　＜定員20名＞

５日間　合計14時間　＜定員10名＞



就職氷河期世代の正規雇用化支援事業
令和4年度岡山市委託事業

オンライン /電話 での対応も可能
オンライン での対応も可能

個別相談窓口開設
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

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。

合同企業説明会

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

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

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(火)～2月28日(火)
火曜・木曜／17:30 ～ 20:00

※お盆 8/13 ～ 15、年末年始 12/31 ～ 1/3 は除く

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

月2411 日 木

月102 日 金 11日 土

就職氷河期世代の採用に
意欲のある企業と出会う！

予約なしの
相談もOK

相談窓口専用ダイヤル

土曜・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。

無料駐車場
完備

( 株式会社KG情報岡山支社1F)

「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または離職中の方
対象年齢「36歳～ 51 歳以下」

岡山市内の企業で正規雇用を希望している方 参加無料参加条件
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令和 4年度岡山市委託事業 就職氷河期世代の正規雇用化支援事業

主催 受託事業者
（お問合せ先）

株式会社 KG情報 岡山支社
0120-393-106



Schoo for Business

就職支援研修
就職支援研修は　　　　　と　　　　　があります。
後期の日程は Restart 公式 WEB サイトにてご確認ください。

前 期 後 期

研修場所　 岡山セントラルビル 2号館 8階 セントラルフォレスト (岡山市北区本町 6-30)
　　　　　（一部 訪問先企業）

前 期

正社員として働きたいあなたを応援

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。

オンライン研修サービス Schoo for Business って何？

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

職種（お仕事）体験コース
職種 (お仕事 ) の理解を深め、視野を広げたい方

水曜日開催

8/24 、9/7、9/21、9/28 、10/5 、10/12 、11/2 、11/9 、11/16日程

対象

期間

JR 岡山駅から徒歩 3 分

9 日間（合計 30時間）
コース内容

COURSE

01

動画学習

就職活動
応援

「自分にはこの職種しかない」という決めつけを一旦捨てて、今まで知らなかった職種にも目を向けてみましょう。求人サイトや求人広告
では表面的な仕事内容しか知ることができません。職場体験で実際に働いた時をイメージできたら、今まで選択肢になかった職種がもしか
したら自分らしく働ける仕事になるかもしれません。そんな仕事選びの視野を広げる研修です。

PCスキルアップコース
就職に役立つパソコンスキルを身につけたい方

土曜日開催

8/27、9/3 、9/10 、9/17、10/8 、10/29日程

対象

期間 6 日間（合計 17時間）
コース内容

COURSE

02

Excel、Word の学習やトレーニングを行い、実務で必要な知識や技術を身につけます。会社で仕事をする上で
土台となるスキルなので基本をしっかり習得し、スキルアップを目指します。その他に「コミュニケーション
術」や「面接での心構え」、「仕事の探し方」や「質の良い仕事の進め方」などを学びます。動画学習も取り入
れ、将来的に資格取得に繋がるような研修内容です。

仕事の探し方コース
岡山の労働市場が知りたい方、就職 /転職の進め方に不安がある方

金曜日開催

8/19、9/2、9/16、9/30日程

対象

期間 4 日間（合計 13時間）
コース内容

COURSE

03

就職先に希望する条件は、年齢や生活環境によって変わっていくものです。今までにあなたが培った経験を改めてふり
かえり、ひとりでは気づけなかった志向性やキャリア観を発見します。実際に今後の転職スケジュールを立て、お仕事
探しを行います。応募書類についてもあなたの強みやアピールポイントを整理し、作成をサポートする実践型研修です。

[ 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　リスタート
https://hyougakishien.com
hyougakishien@kg-net.co.jp

受付時間　月～金 /9:00 ～ 17:30
0120-393-106

お申込み・お問合せ
公式
webサイト
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