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青
　
壮
　
年

電話 0776-32-4510 ファックス 0776-32-4555
住所 郵便番号 918-8580
受付日時 月曜～金曜日（祝休）　9:00～17:00　（水曜日のみ19:30まで　※予約優先）

Eメール web@fukui-jobcafe.com
ホームページ http://www.fukui-jobcafe.com/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

　

福井市西木田2-8-1　福井商工会議所ビル1Ｆ

問い合わせ

　

仕事の悩みは、ふくいジョブカフェで解決!!
●初めての就職や再就職、仕事の悩み全般が相談できる、若者（～39歳まで）の
ための支援機関です。もちろん利用無料・予約も不要。
●仕事をお探しの方、仕事のことで悩んでいる方など、カフェでくつろぐ感覚でお気
軽にご利用いただいています。いろんな悩みをアドバイザーが親身になって聞い
て、アドバイスしています。
●ジョブカフェを利用して就職する若者は年間600人。みんな元気に仕事をしてい
ます。
●保護者の方からのご相談も受け付けています。
[就職サポートコーナー]
　専門のキャリアアドバイザーが親身になって就職のためのお手伝いをします。
　応募書類の書き方や面接の練習・アドバイス、企業情報の提供等も行っていま
す。
[求人情報検索コーナー][ヤングハローワークコーナー]
　全国の企業の求人情報がリアルタイムで検索・プリントアウトできます。
　また、ハローワークを併設しているので気になる求人について相談したり、
　紹介状の交付を受けることができます。

仕事探しや仕事上の悩みは、ひとりで抱え込まずに、“相談”するのが一番
です。ジョブカフェは、一人一人の悩みを共有し、どうすれば就職できるの
か、どうすれば悩みを解決できるのか、一緒になって考えるアドバイザーが
常駐しています。困ったり悩んだ時は、遠慮なく相談にお越し下さい。
また、毎週水曜日は19時30分まで時間を延長して相談できます。
（※予約優先となりますので、予約なしの場合はお待ちいただくこともあり
ます）
その他、就職支援セミナー、職場見学会なども随時開催しており、様々な面
から就職をサポートしています。詳しくはＨＰをご覧下さい。

※商工会議所ビルに有料立体駐車場有り

【交通のご案内】
福井駅より　徒歩約15分
福井鉄道福武線　公園口下車、徒歩約５分
京福バス/福鉄バス　商工会議所下車、徒歩１分
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青
　
壮
　
年

電話 0776-27-6417 ファックス 0776-27-6418
住所 福井県福井市中央1-3-1（加藤ビル7階） 郵便番号 〒910-0006

受付日時
Eメール  kokorofukui@xvf.biglobe.ne.jp

ホームページ  http://www.ishikawa-sanpo.jp/

　　　　　　　地　　　　図

月曜日～金曜日 9：00－17：00 （メール・ＦＡＸによる相談は、24時間受付）問い合わせ

メンタルヘルス対策支援センターでは、すべてのサービスを無料で提供
しています。

☆専門家が面談・電話・ＦＡＸ・メールで相談に応じます☆
    　火曜日・木曜日 9：00-12：00　水曜日 13：00-16：00
    　 メール・ＦＡＸによる相談は、24時間受付
　事業主や管理職からのメンタル不調の予防や職場復帰までの全般の
　相談、働くひとや家族からのメンタルヘルス不調の一時的な相談まで
　幅広く応じます。
 ※ただし、当センターは医療機関ではありませんので、診療等を行う
    ことはできません。必要によっては医療機関等の適切な機関を
    ご紹介いたします。
　
☆専門家が、皆様の職場を訪問しアドバイスします☆
　職場でのメンタルヘルス対策に対しての体制づくりの導入や、メンタル
　不調の気づきのサイン等社内スタッフの教育の実施についてもアドバ
  イスします。

対象
受付方法
スタッフ
費用等

機関PR等

サービス
概要

働く人の心の健康対策への取組方法がわからないという事業場の皆様へ

私たちは、メンタルヘルス対策に取り組もうとする事業場を支援します。
（厚生労働省委託事業）
どのような内容でもお気軽にご相談ください。
※お問い合わせ内容については、個人情報保護規定に基づき適正に
　管理しております。

まず、お電話を！

　

【アクセス】
 
○ＪＲ福井駅より、徒歩５分
○北陸銀行が入っている加藤ビル７Ｆ
　 福井産業保健推進連絡事務所内
○駐車場は、近隣の駐車場を
 　 ご利用ください。
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青
　
壮
　
年

電話 ０７７６－２２－３３６３ ファックス ０７７６－２１－８０４４

住所 福井市春山１－１－５４福井春山合同庁舎１４階 郵便番号 ９１０－８５５９

受付日時 月～金（祝祭日、年末年始を除く）午前９時から午後５時まで

Eメール

ホームページ http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

　

問い合わせ

　
　　職場のトラブルに対して以下の制度で解決をお手伝いします。

　　　○ 法令、裁判例等の情報提供、労働に関する幅広い相談
　　　○ 紛争当事者への福井労働局長による助言・指導
　　　○ 紛争調整委員会によるあっせん

企業組織の再編や人事労務管理の個別化等を背景に、労働者個
人と事業主の労働関係に関するトラブルの相談が増加していま
す。解雇、雇止め、退職勧奨、懲戒、退職、配置転換、出向、人事
考課、労働条件の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、損害賠
償などの労働問題について、労働者、事業主等から相談を受けて
おります。
　
　　　総合労働相談員が、面談または電話で相談に対応します。
　　　第２、４水曜日はポルトガル・スペイン語通訳がおります。

　　　　　　　＊費用は無料です。秘密は厳守します。

【交通のご案内】

ＪＲ北陸本線「福井駅」から徒歩約１５分
福井鉄道福武線「仁愛女子高校駅」から徒歩約
１分

福井労働局総合労働
相談コーナー
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青
　
壮
　
年

電話 ０７７６－５４－６１６７ ファックス ０７７６－５４－６１６１

住所 福井市開発１－１２１－５　福井労働基準監督署内 郵便番号 ９１０－０８４２

受付日時 月～金（祝祭日、年末年始を除く）午前９時から午後５時まで

Eメール

ホームページ http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

　

問い合わせ

　

　　職場のトラブルに対して以下の制度で解決をお手伝いします。

　　　○ 法令、裁判例等の情報提供、労働に関する幅広い相談
　　　○ 紛争当事者への福井労働局長による助言・指導
　　　○ 紛争調整委員会によるあっせん

企業組織の再編や人事労務管理の個別化等を背景に、労働者個
人と事業主の労働関係に関するトラブルの相談が増加しています。
解雇、雇止め、退職勧奨、懲戒、退職、配置転換、出向、人事考課、
労働条件の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、損害賠償などの
労働問題について、労働者、事業主等から相談を受けております。
　
　　　総合労働相談員が、面談または電話で相談に対応します。
　
　　　　　　　＊費用は無料です。秘密は厳守します。

【交通のご案内】
えちぜん鉄道「越前開発駅」から徒歩約５分
京福バス「啓蒙校入口」バス停から徒歩約２分

福井総合労働
相談コーナー



- 38 -

青
　
壮
　
年

電話 ファックス
住所 郵便番号
受付日時

Eメール
ホームページ

受付方法

0776-21-0311

info@fukui-yss.com
http://www.fukui-yss.com/

0776-21-0313

月曜日～金曜日（祝日等を除く）　10：00～18：00

福井市光陽2丁目3-22　福井県社会福祉センター1Ｆ 910-0026

サービス
概要

〔交通のご案内〕
・ＪＲ福井駅から車で約10分
・京福バス（ＪＲ福井駅前4番乗り場）
　　学園線（12系統）・西安居線（14系統）
　　　県社会福祉センター下車（約10分）後、
　　　徒歩3分
・コミュニティーバス（スマイルバス）
　　福井駅前商店街発　照手・足羽方面
　　　　光陽生協病院前下車（約12分）後、
　　　　徒歩　5分

問い合わせ

若年無業者の就労（進路）に向けた自立支援を行っています。
対象年齢　１５歳～３９歳まで
対象者　　 本人とその保護者
　※若年無業者…就業や通学をせず、職業訓練等も受けていない若者

対象

相談形態：来所面談、電話相談（相談は無料です。）
受付は、電話で事前に予約をお願いします。ホームページからの受付も可能です。
電話相談は、来所面談での初回面接後、可能となりますのでご了承ください。

・この事業は、ＮＰＯ法人福井県セルプ振興センターが厚生労働省と福井県の
  委託を受けて実施している「職業意識の啓発や社会との調和などを支援する
　総合相談事業」です。
・当窓口では就職先の紹介や斡旋は行っておりません。
・ハローワーク・ふくいジョブカフェ等への紹介・同行は行います。
・必要に応じて、関係機関と連携した支援を行います。

機関PR等

支援内容

・職業意識の啓発等のための自立支援プログラムは次のとおりです。
①グループワーク（コミュニケーション力育成・適職検査等）
②フリースペース
③話し方教室・太極拳教室・商品販売会補助
④職場見学・労働体験
　※参加は、無料です。一部、自己負担有。

スタッフ

相談スタッフ　4名
心理カウンセリング担当　2名（月曜日、水曜日のみ）
　※心理カウンセリングは、初回面接後、必要に応じてお勧めします。
　　　「就労に向けた」不安や悩みの相談になります。

嶺南地域を対象とした相談窓口です。（面談と適職検査・性格検査等）
場所：若狭ものづくり美学舎（ＪＲ小浜線大鳥羽駅舎内）
受付：0770-64-1788　要予約
開所時間：毎週火曜日のみ（祝日を除く）

サテライト
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青
　
壮
　
年

電話   ０７７６－８１－３２６２　（代表） ファックス  ０７７６－８２－４３０８
住所 　坂井市三国町覚善６９－１ 郵便番号 　913-0041
受付日時 　月曜日～金曜日　　AM 8:30～PM 5:15

Eメール
ホームページ 　http：//fukui-roudoukyoku．jsite．mhlw．go．jp

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　　　　　　　地　　　　図

　【職業紹介事業】
　　①　仕事の相談・紹介
　　　　　　対象：離転職者、新規学卒者、高齢者、障害者、外国人など
　　　　       　   求職活動をされる方全般

    ②　職業訓練のあっせん
　　　　　　介護、パソコン、事務、金属加工、電気関係などの職業訓練が
　　　　　　あります（受講料無料、テキスト代は自己負担）
　　　　　　※職業訓練受講給付金制度あり　（支給要件あり）

　 【雇用保険事業】
　　③　雇用保険（失業給付）の給付

　   　　※②③の手続きは住所を管轄するハローワークでお願いします。
　　　　 　　坂井市でも春江町の方はハローワーク福井が窓口となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《 ハローワーク福井 》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井市開発１－１２１－１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　０７７６－５２－８１５０（代表）

　
   ハローワークでは、就職のための様々な支援・サービスを行っています。
　　○求人情報の提供
　　○職業訓練情報の提供
　　○担当制による職業相談
　　○面接の練習、応募書類の点検
　　○就職支援セミナーの開催
　　○職業適性検査の実施
　　○住居・生活相談窓口の設置
　　○こころの健康相談

　

【交通のご案内】

　●JR芦原温泉駅で下車し、京福バス
　　　金津東尋坊線で20分

　●バス停「覚善」より徒歩7分

　●えちぜん鉄道三国線「三国神社駅」
　　　下車、徒歩10分


