ご利用案内

職業相談・紹介をしてほしい。
職業訓練を受講したい。
雇用保険の相談・受給手続きを行いたい。

ハローワーク国分
（国分公共職業安定所）
〒８９９－４３３２










フルタイム・パート求人への職業相談・紹介を行います。
あな たに合うお仕事について一緒に考えます。
職業訓練に関するご相談等をお受けします。
障害をお持ちの方の職業相談・紹介等を行います。
求人パソコンで求人の検索ができます。
失業中の方に雇用保険の失業給付を行います。
雇用保険のいろいろな給付を行います。
いろいろなセミナーを開催いたします。
（検索は、平日１７：００まで）

霧島市国分中央１丁目４－３５

TEL：0995-45-5311

ご利用時間/平日８：３０～１７：１５
（土、日、祝は休みです）
（※雇用保険・職業訓練のご相談は一定の時間がかかること等
から１６：００までのご来所をお勧めさせていただきます。）

職業相談・紹介をしてほしい。
土曜日に仕事を探したい。

霧島わかもの
ハローワーク







フルタイム・パート求人への職業相談・紹介を行います。
あな たに合う職種について一緒に考えます。
求人パソコンで求人の検索ができます。
年齢に関係なく利用することができます。
いろいろなセミナーを開催いたします。
（検索は、平日１８：１５：まで

土曜日は１６：４５まで）

〒８９９―５１１７ 霧島市隼人町見次１２２９
イ オン隼人国分店２階 ス ポー ツコーナー隣

TEL：0995-64-2251

ご利用時間／平日
１０：００～１８：３０
土曜日 １０：００～１７：００
（日、祝は休みです）

職業相談・紹介をしてほしい。

姶良市ふるさと
ハローワーク






フルタイム・パート求人への職業相談・紹介を行います。
あな たに合う職種について一緒に考えます。
霧島市まで行かずにお仕事探しができます。
求人パソコンで求人の検索ができます。
（検索は、平日：１６：４５まで）

〒８９９―５４３２ 姶良市宮島町３２－４
姶良市役所 駐車場隣

TEL：0995-67-8510

鹿児島労働局 ホ ームページアドレス

ご利用時間/平日８：３０～１７：００
（土、日、祝は休みです）

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/home.html

ご自身の状況やご要望に沿って、ハローワークのサービスをご利用いただけます。お
気軽にハローワークのスタッフへご相談ください！

ステップ

１

自己分析・情報収集が再就職への第一歩 ！
自 ・自分のこれまでの職務経歴の振り返り
己 ・興味、関心、やりたいこと、できることの検討
分 ・こだわりたいポイントの検討
析 ・これから身につけたいスキルがある？

２

・どんな仕事がある？
・どんな企業がある？
・企業の求める人材とは？
・現在の雇用環境は？

●労働市場情報の提供
●就職支援セミナーの受講
●職業訓練等、能力開発の相談
●人材マッチングコーナーなど、担当制による職業相談

ハローワークのサービス

ステップ

情
報
収
集

希望する職種や条件を明確にしましょう ！
「ステップ１」での分析をもとに希望する職種や雇用条件等を絞り込みましょう。
●窓口での職業相談
●人材マッチングコーナーなど、担当制による職業相談

ハローワークのサービス

ステップ

３

希望条件に合う求人を探しましょう ！
できるだけ多くの情報を収集して探しましょう。
●求人パソコンでの検索
●窓口での職業相談
●求人情報誌の利用
●求人ミニ説明会での事業所の方との直接相談
●ハローワークインターネットサービスでの検索

ハローワークのサービス

ステップ

４

応募の準備をしましょう ！
希望条件に合う求人が見つかったら応募準備を始めましょう。
・履歴書、職務経歴書等は求人にあったものを作りましょう。（志望動機は応募する会社に合わせて書く。）
・応募する事業所の情報を収集しましょう。（求人票やインターネット等で）
・面接対応の準備をしましょう。（予想される質問とそれへの回答の準備）
●就職支援セミナー受講（応募書類作成、面接対策）
●応募書類（履歴書、職務経歴書など）の相談、添削
●面接予定の事業所に合わせた模擬面接

ハローワークのサービス

ステップ

５

さあ、応募しましょう！
事業所に連絡をとり、面接日時・場所の確認。
・時間には余裕を持って（１０分前）行きましょう。
・賃金、勤務時間、休日、各種保険、職務内容等必ず確認しましょう。
●応募したい求人の紹介状を窓口でお渡しします。
●応募条件と資格・経験等が合わない場合には応募
で きるかどうかを確認します。

ハローワークのサービス

不採用

採用
・就職が決まったら採用条件等を書面（雇用契約書・
雇入れ通知書）で受け取って確認してください。
・求人内容と実際の雇用条件が違っている場合は
ご 相談ください。
・雇用保険受給中の方は採用日の前日(前日が
土日祝の場合、その休日の前日)にハローワー
ク へ就職の申告においで下さい。

ハローワーク求人ホットライン
（ 求職者・就業者専用）

もし、不採用になっても経験を次回に活かしましょう！
・不採用の理由は何か？
・求人の選び方は適切だったか？
・履歴書や職務経歴書の内容は求人の希望に合うものだったか？
・面接の受け方（服装、動作、言葉遣い、受け答え）はよかったか？

●場合によっては「ステップ１」までさかのぼってみましょう。

ハローワークで公開・紹介している求人の内容が実際と違っていた場合には、お申し出ください。事実を確認の上、是正指導を行います。

０ ３ －６８５８－８６０９（全日8:30～17:15,年末年始を除く）

各サービスをご利用いただける窓口（サービス名称の横に表示）
こ（ハローワーク国分）

（霧島わかものハローワーク）
わ

（姶良市ふるさとハローワーク）

ふ

職業相談・紹介

こ

わ

ふ

●あなたに合う職種について一緒に考えます。
●希望する求人に関する条件の確認・相談をします。
●事業所へ面接の申込・面接日時の設定をします。
●紹介状をお渡しします。
●履歴書・職務経歴書等の記入をお手伝いします。
●求人・求職に関する状況を説明します。

求人検索パソコン

こ

わ

こ

こ

就職活動と生活ができるように、雇用保険の失業
給付を行います。
●その他、雇用保険の各種給付を行います。

障害をお持ちの方の職業相談

ふ

●職業別・休日・就業場所・事業所名等の条件から
希望に合う求人が検索・印刷できます。
●相談や紹介をご希望の求人票があれば、印刷して
受付へお申し出ください。

求人情報誌

雇用保険受給手続き

●雇用保険に加入して働いていた方が失業した時に

わ ふ

●求人情報誌きりしま（毎月８・１８．２８日）
●正社員求人情報誌（毎週水曜）
●霧島・姶良ＵＩＪターン歓迎求人誌（毎月８日）
●他にもいろいろな求人誌を用意しています。

人材マッチングコーナー

こ

●公的職業訓練の制度やコース情報等を案内のうえ
●就職への必要性に応じた職業訓練をあっせんし、
●応募方法の案内・助言を行います。
●受講料が無料なだけでなく、一定の要件を満たす
場合には給付金が出る場合があります。

模擬面接（予約制）

こ

わ

●面接の雰囲気を再現して、応募求人を基に本番の
面接で予想される質問をして、終了後に振り返り
をします。【良かったところ】は自信になって、
【課題点】は改善に取り組むことができます。

就職支援セミナー（予約制）

こ

わ

こ

●人材確保が必要な分野（福祉、医療、保育、建設、
●警備、運輸）専門の相談窓口を設けています。
●職場見学会や合同企業説明会も行っています。
●求人情報公開シートを貼り出して事業所の情報を
掲載しています。
●特に建設・土木・警備・保育分野については求人
情報誌を作成しています。（毎月５・２０日）

生涯現役支援窓口
職業訓練（ハロートレーニング）

こ

●障害をお持ちの方の職業相談・紹介、職業訓練等
各種支援機関と協力しながら支援を行います。

こ

●６５歳以上の高年齢の方に職業相談、求人の検索
やセミナー等の案内を行っています。

●60歳以上の方が対象の求人をまとめた求人誌
も発行しています。（毎月８・１８・２８日）

マザーズコーナー（子育て就職支援窓口）
●子育てしながら就職を希望されている方の相談を
行っています。
●お子様向けのキッズコーナーもあります。
●お子様と一緒でも落ち着いて参加できるマザーズ
セミナーも開催しています。
●子育てしながら働きやすい求人をまとめた子育て
応援求人情報誌も発行中です。（毎月５・２０日）

●履歴書・職務経歴書等の書き方、面接の受け方、
自己分析等セミナーがあります。

新規学卒者相談窓口

こ

わ

●学校卒業後３年以内の方を対象にして専門の職員
が早期就職を支援しています。

35歳からのステップアップ窓口

こ

●３５歳から５４歳の方を対象に正社員への就職を
支援します。
●対象の方の応募の歓迎や限定をする求人をまと
めた求人誌も発行中です。（毎月１６日）

求人ミニ説明会

こ

ふ

●職場の雰囲気や待遇面について事業所の方と実際
に話をすることができます。
●日程・会場等は、窓口でご確認ください。

こ

ハローワークのオフィシャルサイト
ハローワークインターネットサービス

ハローワークインターネットサービス
２次元コード：

ハローワークに申し込まれた求人や職業訓練の検索、マイページの
ご利用、求職登録をすることができます。なお、ハローワークが運
営する公式アプリはありませんのでご了承ください。

鹿児島労働局ＨＰのトップページ

鹿児島労働局

検索

２次元コード：
鹿児島労働局のホームページのトップページです。
ここから、以下のページを含む様々なページで各種
求人情報やイベント情報を閲覧することができます。

労働局ＨＰ内の職業訓練のページ

鹿児島労働局 職業訓練

検索

２次元コード：
鹿児島県内で開催予定の職業訓練（ハロートレーニング）の
情報を閲覧できます。訓練のコース一覧や訓練を行っている
機関の情報も見ることができます。

労働局ＨＰ内の県内ＨＷの求人情報誌

鹿児島労働局 求人情報誌

検索

２次元コード：
鹿児島県各所のハローワークで作成している主な
求人誌を閲覧できます。６０歳以上応援求人誌や
子育て応援求人誌等も見ることができます。

求職活動のポイント
①求職活動はプラス思考で前向きのイメージを持ちましょう。
②就職までのスケジュール（行動計画）を立てましょう。
③求職活動中は規則正しい、メリハリのある生活を心がけましょう。
④求人への応募には事前準備が重要です。ふりかえり整理することでスムーズに面接に④臨め
るようにしましょう。
⑤情報収集・自己啓発等のためにも、セミナーや公開講座に積極的に参加しましょう。
⑥免許や資格取得等を目指すことも考えてみましょう。

検索

