
 

健康福祉センター（県） 

【概要】 

地域住民の健康の保持・増進のために設置されている県の施設です。 

地域精神保健福祉業務として、地域社会との緊密な連絡協調のもとに、精神障害者の早期

治療の促進及び社会復帰と社会経済活動への参加の促進を図るとともに、地域住民の精神的

健康の保持増進を図るための諸活動を実施しています。 

支援内容 料金 

 

▼精神保健相談 

○定例相談（来所による相談・相談日特定（通常予約制）・精神科医、

臨床心理士等） 

○定例外相談（電話、来所・随時・保健師等） 

○訪問指導（必要がある場合のみ 保健師等） 

 

無 料 

 

▼ひきこもり家族教室 

ひきこもりとは、半年以上、学校や職場に行かず、家族以外との親密

な対人関係がもてない状態が半年以上続いている場合を「ひきこもり」

の状態と言い、なかでも、精神疾患がその主な原因とは考えにくい場合

を「社会的ひきこもり」と言います。 

各健康福祉センターでは、「社会的ひきこもり」家族を対象に、共通

のプログラムの下、ひきこもりについて正しく理解し、ちょっとした言

葉かけの工夫（コミュニケーション技法）等を学び、参加者同士の懇談

などを行う「ひきこもり家族教室」を開催するなど、ひきこもり家族へ

の支援を行っています。 

 

無 料 

利用対象者 一般県民 

（精神保健、精神障害等に関する事項についての相談） 

利用の方法 来所、電話 

利用日時 月曜～金曜日 8:30～17:15 

（土曜・日曜・祝祭日は閉庁） 



 

問い合わせ先 岩国健康福祉センター 岩国市三笠町１－１－１ 

 電話 0827-29-1525 

 対象地域：岩国市、和木町 

柳井健康福祉センター  柳井市南町３－９－３ 

 電話 0820-22-3631 

 対象地域：柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 

周南健康福祉センター 周南市毛利町２－３８ 

 電話  0834-33-6424 

 対象地域：下松市、光市、周南市 

山口健康福祉センター防府保健所    防府市駅南町１３－４０ 

 電話 0835-22-3740 

 対象地域：防府市 

山口健康福祉センター 山口市吉敷下東３－１－１ 

 電話 083-934-2532 

 対象地域：山口市 

宇部健康福祉センター  宇部市琴芝町１丁目１－５０ 

 電話 0836-31-3203 

 対象地域：宇部市、美祢市、山陽小野田市 

長門健康福祉センター  長門市東深川１３４４－１ 

 電話  0837-22-2811 

 対象地域：長門市 

萩健康福祉センター   萩市江向河添沖田５３１－１ 

 電話 0838-25-2667 

 対象地域：萩市、阿武町 

その他 ○平成２１年度から下記の取組を実施。 

 ・各健康福祉センターで「ひきこもり家族教室」の開催。 

 ・各健康福祉センター圏域毎に、ひきこもりに関する関係機関による連

携体制（圏域ネットワーク会議）を形成し、支援体制の整備を図る。 

 

○精神保健福祉センターは、各健康福祉センターのひきこもり相談等につ

いて専門的機能を活かして技術支援を実施。 

 

（参考） 

ひきこもり支援については、下関市立下関保健所においても取組を実施。 

下関市立下関保健所 下関市南部町１－１ 

 電話 083-231-1419 

 対象地域：下関市 
 
 
 
 



 

山口県精神保健福祉センター（県） 

【概要】 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき設置された県の施設で、心の健康の保

持増進や精神障害者の社会復帰、社会参加の促進を図るために、精神保健福祉活動の中心的

な施設として、様々な事業を行っています。 

支援内容 料金 

１ ひきこもり支援 

 ・ひきこもりの方本人に対しては、当センター内で実施している本人の会

のご案内や他の圏域の本人の会・居場所等の情報提供ができます。 

 ・家族や支援者、ボランティア等に対しては、家族教室や家族会の立ち

上げ・会の運営等への支援、ボランティア団体等の育成支援・技術支

援を行っています。 

 ・ひきこもり家族を対象としたリーフレットの作成・配付、「ひきこもり

を考えるフォーラム」などひきこもりに関する普及・啓発を行ってい

ます。 

 ○ひきこもり地域支援センター 

・精神保健福祉センター内に設置し、各圏域の保健所をサテライトとし

ています。 

・県内９つの保健所圏域（健康福祉センター及び下関市保健所）ごとに、

相談、家族教室、支援ネットワーク体制が出来るように技術支援を行

います。 

２ ホームページによる情報提供 

センター主催の事業やイベントだけでなく、関係機関などが行ってい

る事業などの情報を提供しています。 

URL https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/47/19200.html 

３ 相談業務 

 ・心の健康電話相談：電話 ０８３－９０１－１５５６ 

  受付：月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始を除く。） 

午前９時から１１時３０分までと午後１時から４時３０分まで 

 ・来所相談：電話相談の上、予約をしていただきます。 

無 料 

利用対象者 こころの健康に関する諸問題を抱えておられる方 

利用の方法 来所、電話 

利用日時 月曜～金曜日（祝日を除く。） 8:30～17:15 

問い合わせ先 山口市吉敷下東４丁目１７番１号 

電話 083-902-2672 

その他 ひきこもり家族会、本人の会、居場所（フリースペース）の情報提供が可

能です。なお、地域の社会資源、家族教室、家族会等については、各地域

の保健所にお問い合わせください。 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/47/19200.html


 

児童相談所（山口県知的障害者更生相談所併設）（県） 

【概要】 

児童相談所は、児童福祉法に基づき設置されている県の施設（県内６か所）で、市町と適

切な役割分担・連携を図りつつ、児童（１８歳未満）に関する家庭その他からの相談に応じ

ています。  

支援内容 料金 

１８歳未満の児童の福祉に関し、専門的な知識及び技術が必要な相談

に応じます。 

知的障害に係る療育手帳の相談判定を行います。 

児童福祉司、児童心理司等が対応します。 

 

（知的障害者更生相談所） 

１８歳以上の知的障害者に係る専門的相談に応じます。 

知的障害に係る療育手帳の相談判定を行います。 

医師、知的障害者福祉司、心理判定員が対応します。 

無 料 

利用対象者  １８歳未満の児童 

 （知的障害者更生相談所） 

 １８歳以上の知的障害者 

利用の方法  来所又は電話でお問い合わせください。 

 （知的障害者更生相談所） 

 電話による予約が必要です。 

利用日時 月曜～金曜日 8:30～17:15 

問い合わせ先 ○１８歳未満の児童 

山口県中央児童相談所  

    山口市吉敷下東４－１７－１ 

  電話：083-902-2189 

     FAX：083-902-2678 

    対象地域：山口市、防府市、美祢市 

 

 岩国児童相談所 

    岩国市三笠町１－１－１ 山口県岩国総合庁舎１階 

    電話：0827-29-1513 

    FAX：0827-29-1597 

    対象地域：岩国市、柳井市、和木町、上関町、田布施町、平生町 

         周防大島町 

 

 周南児童相談所 

    周南市慶万町２－１３ 

    電話：0834-21-0554 

    FAX：0834-21-8650 

    対象地域：周南市、下松市、光市 



 

問い合わせ先  

 宇部児童相談所 

   宇部市琴芝町１－１－５０ 山口県宇部総合庁舎２階 

   電話：0836-39-7514 

   FAX：0836-39-7519 

   対象地域：宇部市、山陽小野田市 

  

 下関児童相談所 

    下関市貴船町３－２－２ 

    電話：083-223-3191 

    FAX：083-234-3141 

    対象地域：下関市 

 

 萩児童相談所 

    萩市江向５３１－１ 

    電話：0838-22-1150 

    FAX：0838-22-1165 

    対象地域：萩市、長門市、阿武町 

  

○１８歳以上の知的障害者 

山口県知的障害者更生相談所 

    山口市吉敷下東４－１７－１ 

    電話：083-902-2673 

    FAX ：083-902-2678 

    対象地域：山口県全域 

 

その他  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

山口県発達障害者支援センター まっぷ（県） 

【概要】 

自閉症等の発達障害児（者）に対する支援を総合的に行う拠点として、発達障害児（者）

及びその家族からの相談に応じ、適切な助言を行うとともに、関係機関との連携強化等によ

り、発達障害児（者）及びその家族の福祉の向上を図ることを目的としています。 

支援内容 料金 

○ 発達障害児（者）及びその家族・関係機関等に対する相談支援 

  発達障害児（者）及びその家族・関係機関等からの相談に応じ、適切

な助言や必要な情報提供を行う。 

 

○ 発達障害児及びその家庭・関係機関等に対する発達支援 

  発達障害児及びその家庭・関係機関等に対し発達支援に関する相談を

実施する。 

 

○ 発達障害者に対する就労支援 

  就労を希望する発達障害者に対し、関係機関と連携をとり、就労に向

けて必要な相談等による支援を行う。 

 

○ 関係施設及び関係機関等に対するバックアップ及び研修 

  発達障害児（者）の支援等に携わる関係機関等に対して、相談や助言

などのバックアップ（コンサルテーション）や研修会への講師派遣など

を行う。 

無 料 

利用対象者 発達障害児（者）及びその家族・関係機関等（年齢制限なし） 

利用の方法 電話、来所（要予約） 

利用日時 月曜～金曜日 9：15～12：00 13：00～16：30 

（祝日・年末年始を除く） 

問い合わせ先 山口県発達障害者支援センター（委託先：社会福祉法人ひらきの里） 

山口市吉敷下東 4丁目１７番１号 

電 話 083-902-2680  FAX 083-901-2682 

ＵＲＬ https://hirakinosato.com/map/ 

その他 対応職員の保有資格：臨床発達心理士、公認心理師、社会福祉士、教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

山口県教育庁 高校教育課（県） 

【概要】 

就職を希望する生徒が適切に職業選択できるよう、関係機関との連携をより強化し、県内

企業に対する理解促進や求人開拓・就職支援に関する取組の充実を図ります。 

支援内容 

○ やまぐちの活力を支える高校生就職支援事業 

１ 県内就職ガイダンス等充実事業 

① 地域産業魅力発見セミナー  

  地域に就職した卒業生や山口県に Iターン等した若者が、山口県や県内企業の魅力

などについて生徒一人ひとりに語りかける座談会等を各学校において実施する。 

② 地域産業就職ガイダンス 

生徒・保護者に対して就職に向けた意識の醸成を図るためのガイダンス等（ICT を

活用したオンライン面接への対応含む）を、各学校において講師を招いて実施する。 

２ 県内就職サポーター等配置事業 

①  県内就職促進統括マネージャー１人（県央部）を配置し、県内企業情報の分析、

連携機関との窓口の一元化、広域マッチングを実施し、県内就職を促進する。 

② チーフ就職サポーター３人（県東部、県央部、県西部）を配置し、就職サポーター

等の求人情報等を集約し、県内全域での共有化を図る。 

③ 就職サポーター２２人（公立１８人、私立４人）を配置し、雇用情勢等の把握に努

めるとともに、就職相談、求人開拓、情報提供等、総合的に就職支援を行う。 

派遣校制度により、全ての学校を支援する。 

④ 総合支援学校就職支援コーディネーター４人を配置し、総合支援学校の生徒の現場

実習先の開拓や就職支援、学校間の調整を行う。 

３ 県内企業就職セミナー事業 
① 県内企業見学セミナー 

県内企業の現場見学を行い、企業で働く人からのセミナーを高校１・２年生及び 
保護者を対象に実施する。 

 ② 県内企業就職説明会 

高校１・２年生及び就職希望の高校３年生並びに保護者が、企業の採用担当者等と

直接面談を実施する。 

４ 県内企業訪問推進事業 

進路指導担当者等による企業訪問を実施し、求人開拓や応募前職場見学及び職場定着 

指導等を行う。 

５ 県内就職促進協議会 

学校や企業及び職業安定機関が参加し、教育内容や業務内容等についての情報交換を 

行う協議会を県内６地区において、合計９回開催する。 

・岩国・柳井地区      ・周南地区    ・山口・防府地区 

・宇部・山陽小野田地区   ・下関地区    ・萩・長門地区 

※それぞれの事業によって、対象・実施学年・実施方法等に違いがあるので、詳細につい 

ては、高校教育課産業教育班にお問い合わせください。 

利用対象者 高校生（総合支援学校の生徒を含む）、保護者、進路指導担当教員 

問い合わせ先 
山口市滝町１―１ 山口県教育庁 高校教育課 産業教育班 

電話 083-933-4632 



 

山口県教育庁 学校安全・体育課（県） 

【概要】 

児童生徒の臨床心理について高度の専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラー（Ｓ

Ｃ）を、公立小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校に配置し、児童生徒や保護者

へのカウンセリングを行うとともに、各学校における生徒指導・教育相談体制を強化するこ

とにより、児童生徒の問題行動等の解決及び健全育成を図ります。 

支援内容 料金 

○ 令和４年度山口県スクールカウンセラー活用事業 
 

・ 各学校におけるＳＣによる児童生徒・保護者へのカウンセリング、

助言・援助 

・ 児童生徒への講話、保護者への講演、教職員への助言等 

無 料 

利用対象者 県内公立小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校の児童生徒及び

保護者等 

利用の方法 県内公立小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教育相談担当

教員等を通じて相談予約 

利用日時 ＳＣ勤務日 

問い合わせ先 

 

・山口市滝町１―１ 山口県教育庁 学校安全・体育課 学校安全管理班 

電話 083-933-4680 

 

・児童生徒の在籍する学校 

その他 県内指定公立小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校 

スクールカウンセラーの配置校数（令和４年度） 

小 学 校 ２７２校 

中 学 校 １３８校 

中等教育学校   １ 校 

高等学校 ４８校 

特別支援学校 １２校 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

公共職業安定所（ハローワーク）（国） 

【概要】 

総合的雇用サービス機関として、求人の受理や職業の紹介をはじめ、雇用に関する各種の

相談・指導などの業務を行っています。 

支援内容 料金 

 

仕事をお探しの方へのサービス（概要） 

 

（１）窓口での職業相談・職業紹介 

   就職に当たっての様々な相談をお受けしていますので、お気軽にご利

用ください。 

ハローワークでは、求人情報検索パソコンで、管轄地域だけでなく、

全国のハローワークの求人についても閲覧でき、希望の求人を効率的に

探すことができます。 

応募したい求人等につきましては、窓口職員にお申し出いただければ

ご相談の上、その会社にご紹介します。 

また、応募書類の作成指導、面接の受け方指導など、きめ細かな支援

を行います。 

（２）雇用保険の給付 

働く方々が、万一失業した場合に必要な給付を行いながら、１日も早

く就職できるよう支援します。 

また、自分自身の働く能力を伸ばすための取組みを行った場合にも経

費の一部を補助します。 

（３）公的職業訓練の受講あっせん 

   希望する職業に就職するため、新たな技術・知識の習得や資格取得が

必要な求職者に対して、職業訓練の受講あっせんを行います。 

（４）その他のサービス 

以上のほか、希望する職業の平均賃金や求人求職状況など、仕事につ

いての情報提供等も行っています。 

 

事業主の方へのサービス（概要） 

 

（１）人材の紹介 

   求人を受理し、その仕事にふさわしい人材を紹介します。 

（２）雇用保険の適用 

   雇用保険被保険者資格の取得や喪失の手続きを行います。 

（３）助成金・給付金の支給 

   雇用の安定等を図るために、様々な助成金・給付金の支給を行ってい

ます。 

（４）雇用管理サービス 

   募集・採用・配置等についての相談・援助のほか、若年者、高齢者や

無 料 



 

障害者等について適切な雇用管理が行われるよう援助を行っています。 

（５）その他のサービス 

以上のほか、地域の労働市場、労働条件の実態を把握するための情報

提供等も行っています。 

利用対象者 仕事探しを希望されている方 

人材を求めている企業 

利用の方法 来所、インターネット 

利用日時 月曜～金曜日  8:30～17:15 

（休日：土曜・日曜・祝祭日・年末年始） 

※ 山口新卒応援ハローワーク 

月曜～金曜日  8:30～19:00 

土曜日     8:30～17:00 

（休日：日曜・祝祭日・年末年始） 

※ ハローワークプラザ下関 

    月曜、水曜、金曜日 10:00～17:15 

  火曜、木曜日    10:00～19:00 

  第２、第４土曜日  10:00～17:00 

（休日：土曜（第２、第４除く）・日曜・祝祭日・年末年始） 

問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク山口  

山口市神田町１―７５  

電話 083-922-0043 FAX 083-925-4999 

対象地域 山口市（ハローワーク防府の管轄区域を除く。） 

山口新卒応援ハローワーク（利用対象者：学生・生徒、正規雇用を目指す

45歳未満の方）  

山口市小郡令和１丁目１番１号 

ＫＤＤＩ維新ホール３階 

電話 083-973-8080  FAX 083-973-7123 

対象地域 県内全域 

ハローワーク下関  

下関市貴船町３丁目４－１ 

電話 083-222-4031 FAX  083-232-1350 

 対象地域 下関市 

ハローワークプラザ下関  

下関市竹崎町４丁目３－３ ＪＲ下関駅ビル ripie（リピエ）２階 

電話 083-231-8189  FAX  083-232-6176 

対象地域 下関市 

ハローワーク宇部  

宇部市北琴芝２丁目４－３０ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話 0836-31-0164 FAX  0836-31-1835 

 対象地域 宇部市、山陽小野田市、美祢市 

ハローワーク防府  

防府市駅南町９－３３ 

電話 0835-22-3855 FAX  0835-25-4033 

 対象地域 防府市、山口市徳地 

ハローワーク萩  

萩市大字平安古町５９９－３ 萩地方合同庁舎 

電話 0838-22-0714 FAX  0838-25-8581 

 対象地域 萩市、阿武郡 

ハローワーク萩 長門分室  

長門市東深川１３２４－１ 

電話 0837-22-8609  FAX  0837-22-6270 

 対象地域 長門市 

ハローワーク徳山  

周南市大字徳山７５１０－８ 

電話 0834-31-1950 FAX  0834-22-3765 

 対象地域 周南市(ハローワーク下松の管轄区域を除く。) 

ハローワーク下松  

下松市東柳１丁目６－１ 

電話 0833-41-0870  FAX  0833-41-5482 

 対象地域 下松市、光市、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小

松原、 大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、 大

字安田、大字呼坂、勝間ヶ丘、熊毛中央町、新清光台、清光台

町、高水原、鶴見台、藤ヶ台、呼坂本町 

ハローワーク岩国  

岩国市山手町１丁目１－２１ 

電話 0827-21-3281  FAX  0827-23-2863 

 対象地域 岩国市、玖珂郡 

ハローワーク柳井  

柳井市南町２丁目７－２２  

電話 0820-22-2661  FAX  0820-22-1069 

 対象地域 柳井市、大島郡、熊毛郡 

その他 就職支援セミナーの開催 

求職活動のノウハウ（求職活動の進め方、自己分析、履歴書の書き方、面

接の受け方等）を学んでいただくセミナーを開催しています。 

詳しくは山口労働局のホームページで確認して下さい。 

ＵＲＬ https:// jsite.mhlw.go.jp /yamaguchi-roudoukyoku/ 

hourei_seido_tetsuzuki/shoukai_taisaku/topics133.html 



 

山口しごとセンター（県） 

【概要】 

山口しごとセンターは、山口県しごとセンター条例に基づき設置されている県の施設で、若

者、シニア、女性及びＵＪＩターン希望者のための個別就職相談・情報提供・職業紹介等の一

貫した支援を行っています。 

支援内容 料金 

１ 個別就職相談（キャリアカウンセリング） 

・希望の仕事に就くためのアドバイス 

・求人情報の探し方・見方 

・希望企業へのアプローチの仕方 

・応募書類（履歴書・職務経歴書）作成のコツ 

・模擬面接 

無 料 

２ 就職支援セミナー 

・自己分析 

・応募書類（履歴書・職務経歴書）の書き方 

・面接・グループディスカッション対策 

・就職フェア直前対策 

３ 情報提供 

・職業訓練の情報提供（ポリテクセンター、高等産業技術学校 

等） 

・就きたい職業に必要な資格の案内 

４ 適職診断 

・職業適性検査（キャリア・インサイト）を利用した適職診断 

・診断結果にもとづくフィードバック 

５ シニア・女性就職支援 

 ・ライフスタイルに応じた相談 

 ・非正規・パートタイム等の職業紹介 

６ 就職フェアなどの開催 

・ふるさと山口企業合同就職フェアの開催 

・ふるさと山口就職ガイダンスの開催 

７ 県内へのＵＪＩターン促進 

・センター内の「やまぐち暮らし総合支援センター」における 

就職・就農、住宅・市町の移住支援 等の相談・取次 

利用対象者 学生、一般求職者及びＵＪＩターン就職を希望される方 

利用の方法 来所、電話又は電子メールでお問い合わせください。 



 

利用日時 開館時間：月曜～金曜日 8:30～19:00 ／ 土曜日 8:30～17:00 ／ 

第 2・第 4日曜日 8:30～17:00 

休館日：第 1・第 3・第 5日曜日、祝日、年末年始 

問い合わせ

先 

 

山口市小郡令和１丁目１番１号 ＫＤＤＩ維新ホール３Ｆ 

 電 話 083-976-1145 

 ＦＡＸ 083-972-3880 

 カウンセリング・セミナー予約専用電話：083-974-5120 

 メール info@joby.jp 

 ＵＲＬ https://www.joby.jp/ 

--------------------------------------------------------------------- 

主管課  山口県商工労働部労働政策課 

その他 対象地域：県内全域 

指定管理者として株式会社日本マンパワーが管理・運営を行っています。 

日曜日には利用できないサービス（職業紹介、求人自己検索システムや学卒シ

ステムによる求人情報の検索、ＵＪＩターンに関する相談）がありますので、

ご注意ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.joby.jp/


 

山口県立高等産業技術学校 

【概要】 

県立高等産業技術学校は、職業能力開発促進法に基づき山口県が設置する職業能力開発校 

です。 

東部高等産業技術学校（周南市）と西部高等産業技術学校（下関市）の２校があり、もの 

づくり分野を中心に様々な職業訓練を実施しています。 

指導員や就職支援担当者による就職支援も行っており、訓練生の就職活動を全面的にサポ 

ートしています。 

支援内容 料金 

１ 施設内訓練 

    高等学校等の新規学卒者や求職者の方を対象に、６カ月から２年間

の職業訓練を実施しています。 

 

＜２０２２年度の訓練科＞ 

【東部高等産業技術学校】 

○自動車整備科（訓練期間 2年間） 

○設備システム科（訓練期間 2年間） 

○機械加工科（訓練期間 1年間）※2023年度から機械デジタル科へ科名変更 

○溶接技術科（訓練期間 1年間） 

○メカニカルデザイン科（訓練期間 1年間） 

○造園科（訓練期間 6カ月） 

○ＣＡＤ／ＣＡＭ短期コース（訓練期間 6カ月） 

 

【西部高等産業技術学校】  

○自動車整備科（訓練期間 2年間） 

○木造建築科（訓練期間 1年間） 

○電気工事・設備科（訓練期間 1年間） 

○エクステリア・造園科（訓練期間 1年間） 

○空調・設備施工科（訓練期間 1年間） 

○溶接技術科（訓練期間 1年間） 

○内装リフォーム科（訓練期間 1年間） 

 

２ 委託訓練 

    民間教育訓練機関等に委託して、介護や事務系などの職業訓練を実

施しています。 

 

１施設内訓練 

両校の自動車整

備科及び東部高

等産業技術学校

の設備システム

科に入校される

方は、入学選考

料・入学料・授業

料が必要です。 

 

・入学選考料 

 2,200円 

・入学料 

 5,650円 

・授業料 

 118,800円 

 

その他、全訓練科

で、教科書・訓練

服・教材費等が必

要です。 

 

 

２委託訓練 

受講料は無料で

す。 

ただし、教材費等

が必要です。  



 

利用対象者 １ 施設内訓練 

高等学校等の卒業見込者の方 

求職者の方 

２ 委託訓練 

  求職者の方 

問い合わせ先 【東部高等産業技術学校】 

 〒745-0827 

 周南市瀬戸見町 15番 1号 

 Tel 0834-28-2233 

 Fax 0834-28-4617 

 URL  https://kunren-east.pref.yamaguchi.lg.jp 

 

【西部高等産業技術学校】 

 〒752-0922 

 下関市千鳥ヶ丘町 21番 3号 

 Tel 083-248-3505 

 Fax 083-248-3508 

URL https://kunren-west.pref.yamaguchi.lg.jp 

 

【山口県商工労働部 労働政策課 産業人材育成班】 

 〒753-8501 

 山口市滝町 1番 1号 

 Tel 083-933-3234 

 Fax 083-933-3229 

その他  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yamaguchi-kunren.jp/west/


 

山口職業能力開発促進センター（ポリテクセンター山口） 

【概要】 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営する施設であり、求職者に対

する職業訓練（新たな知識・技能・技術の習得）を通じて、早期再就職の支援や地域の雇用

安定に貢献しています。 

支援内容 料金 

１．施設内で実施している訓練 
ものづくり分野への再就職のため、実習を多く取り入れた訓練内容が特

徴です。全国で活躍する職業訓練指導員（愛称：テクノインストラクター）
のもと、公的職業訓練（ハロートレーニング）を行っています。 
 
２．訓練科の紹介  

訓練科名 訓練開始月 

＜通常訓練（訓練期間 6か月＞ 

CAD/NC科 6月、9月、(12月)※３、3月 

設備保全サービス科 (6月) ※３、12月 

金属加工科 (6月) ※３、9月、12月、3月 

電気設備技術科 4月、7月、(10月) ※３ 

住環境コーディネート科 6月、(9月) ※３、12月、3月 

＜導入講習付き※１（訓練期間 7か月）＞ 

CAD/NC科 11月 

設備保全サービス科 5月 

金属加工科 5月 

電気設備技術科 9月 

住環境コーディネート科 8月 

＜企業実習付き※２（訓練期間 6か月）＞ 

電気設備技術科 2月 

※開始月ごとに募集定員あり 
  

※１ 導入講習とは、コミュニケーション能力やビジネスマナーの習得や、文
書作成、表計算、プレゼンテーションの基本操作等について学べる１か
月訓練です。そのため、ものづくり分野の訓練（６か月）とあわせた７
か月訓練となります。 

※２ 企業実習(１か月)で現場を知り、就職に関する不安を解消できます。企
業実習後は、訓練期間終了まで自身の課題解決に向けたフォローアップ
を行います（本訓練科に限り、概ね５５歳未満の方が対象となります）。 

※３  導入講習付き訓練科において、募集定員を満たさなかった場合のみ、 

   募集いたします。 

・受講料は無料

です。 

 

・実習時の服装

は、訓練開始後

に説明いたしま

す。ご自身でお

持ちのものがご

ざいましたら、

購入の必要はご

ざいません。 

 

・テキストと作

業帽子はご負担

いただきます。 

 

・負担金額は訓

練科によって異

なります。 

利用対象者 ハローワークに求職登録し、再就職を目指す方 

問い合わせ先 
〒753-0861 山口市矢原１２８４－１ 
電話 083-922-1948（代表） 083-922-2143（訓練課） 

その他 
訓練の詳細、施設見学会の日程等については、ホームページをご覧ください。 

ホームページ：https://www3.jeed.go.jp/yamaguchi/poly/ 
 

https://www3.jeed.go.jp/yamaguchi/poly/


 

山口障害者職業センター 

【概要】 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営する施設で、障害のある方や

事業主の方に対し、就職（雇用管理）または、職場定着、職場復帰に関する相談や支援など

の各種サービスを提供しています。 

支援内容 料金 

○職業相談／職業評価 

どのような仕事が向いているか、職場に適応するために必要なことは何

か等について、相談します（職業相談）。 

必要に応じて、作業体験や各種検査等を行います（職業評価）。 

その上で、今後の方向性について、支援計画（職業リハビリテーション

計画）を提案します。 

○職業準備支援 

自分の特性を理解し就職・復職に向けた準備をするために、職場に近い

環境でのさまざまな作業体験、就職やコミュニケーションに関する講座等

を行います。 

○ジョブコーチ支援 

専門スタッフ（ジョブコーチ）が職場を訪問し、障害のある社員の方に

対して、作業理解や人間関係構築等、職場に適応するための支援を行いま

す。 

また、職場の方に対して、障害特性に応じた指導方法について相談しま

す。 

○リワーク支援（うつ病等による休職者の復職支援） 

復職を目指したウォーミングアップと再休職予防のために、ストレス対

処やコミュニケーション等に関するプログラム活動を提供します。 

また、職場の方に対して、復職時の配慮事項等について相談します。 

 

＊その他、事業主の方や関係機関の方に対して、相談や情報提供等の支援

も行っています。 

利 用は 無料 で

す。 

利用対象者 障害のある方及び事業主の方、関係機関の方 

（障害者手帳の有無、障害種類は問いません。県内全域の方が対象です。） 

利用の方法 予約制ですので、事前にご連絡ください。 

利用日時 月曜～金曜日 8:45～17:00（土曜・日曜・祝日は休館） 

問い合わせ先 

 

防府市岡村町３－１ 

電 話 0835-21-0520  FAX 0835-21-0569 

メール yamaguchi-ctr@jeed.go.jp 

ＵＲＬ https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/yamaguchi 

その他  

mailto:yamaguchi-ctr@jeed.go.jp
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/yamaguchi


 

しものせき若者サポートステーション 

【概要】 

働くことに悩みを抱えている若者、その家族・関係者を対象に就労をサポートする機関で

す。働くことやコミュニケーション上での悩みや不安などのご相談に応じ、就労に向けたス

キルアップのための様々なプログラムを実施しています。 

支援内容 料金 

キャリアコンサルタントによるキャリア相談や各種相談、心理士等によ

る心理相談のほか、応募書類の書き方、ビジネスマナー、コミュニケーシ

ョンなどの個人のスキルアップを図る各種セミナーを実施しています。ま

た、就業体験などの活動を通して社会的なスキルを高める場としてご利用

いただけます。 

プログラムをご利用いただくには、事前の登録、予約が必要です。 

 

相談は下記の日程・時間帯よりご予約をお願いします。 

① 9：30～10：30  ② 11：00～12：00 ③ 13：30～14：30 

④15：00～16：00  ⑤ 16：30～17：30 

○キャリア相談  月曜日～金曜日、上記①～⑥ 

 

○各種相談    月曜日～金曜日、上記①～⑥ 

 

○心理相談    毎月２回実施 下記①～③ 月により変更あり 

① 13：00～14：00 ② 14：10～15：10 ③ 15：20～16：20 

 

○交流広場、職場体験、各種セミナー 

 就労の際に役立つスキルを学ぶセミナーや、人とともに働く上で欠かせ

ないコミュニケーション力を培う体験の場を実施しています。 

詳細はホームページや・Facebookをご覧ください。 

http://shimo-sapo.com/ 【ＨＰ】  

https://www.facebook.com/shimosapo/ 【ＦＢ】 

   

○出張相談  

ハローワークプラザ下関   毎月第３火曜日 13：30～16：00 

 下関市役所   こども未来部／福祉部 毎月 1～2回実施  

                  下関市南部町 1番 1号 

無 料 

利用対象者 15歳から 49歳の仕事や学業に就いていない方、及びそのご家族・関係者 



 

利用の方法 まずは電話、メール等でお問い合わせください。その後、来所いただき

初回面談を経て、本人の同意をいただいた上でご登録をします。その後希

望に応じてキャリア相談、各種相談、心理相談、職場体験、スキルアップ

セミナー等のプログラムをご利用いただけます。 

利用日時 月曜日～金曜日  利用時間 9：00～18：00 

（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休館） 

問い合わせ先 〒751-0834 下関市山の田東町 2-32 ハイクレスト山の田１Ｆ 

ＴＥＬ 083-254-0340  ＦＡＸ 083-254-0341 

メール: info@shimo-sapo.com 

Ｈ Ｐ: http://shimo-sapo.com/ 

その他 厚生労働省・山口県委託事業 

（受託団体：株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@shimo-sapo.com


 

うべ若者サポートステーション 

【概要】 

「働く」ことを目指す方（15歳から 49歳）の総合相談窓口です。 
就職に向けて活動を開始しようとしている方、学校を卒業・中退後、退職後等、就職に向

けての活動を一人ひとりの状況にあわせてサポートします。 

ご本人だけでなく、ご家族の相談にも応じます。利用は無料です。 

支援内容 料金 

★ キャリア相談、働く準備のための相談、働くことに対する不安や悩み

についての相談 

就職活動に向けた準備や就職の実現に向けたサポート、求人票の見方、

業種選び、不安や課題の解決方法等をキャリアコンサルタントや臨床心

理士等が相談に応じます。1回 45分程度の相談です。（要予約） 

【時間帯】 

①10：30～ ②11：30～ ③13：30～ ④14：30～ ⑤15：30～ 

 

★ 就職支援プログラム 

職業適性検査、自己の棚卸等による自己理解プログラム 

就職支援セミナー、コミュニケーションセミナー、 

職場見学・社会人の講和、職場体験プログラム他、各種プログラム 

★出張相談・出張セミナー 

○ハローワーク出張ブース（月２回程度） 

  場所：ハローワーク宇部（山口県宇部市北琴芝 2丁目 4-30） 

○山陽小野田市出張相談（月２回程度） 

場所：高千帆公民館（山口県山陽小野田市日の出 3丁目 11-11） 

 ○美祢市出張相談（月１回程度） 

場所：サンワーク美祢（山口県美祢市大嶺町東分 418-8） 

無料 

利用対象者 15 歳から 49歳の方で、現在働いていない方、及びその家族。 

利用の方法 電話・メールまたは来所にてお気軽にお問合せください。 

利用日時 火曜日～土曜日 ９：３０～１７：３０ 

日曜日・月曜日・祝祭日・祝日・お盆・年末年始はお休みです。 

問い合わせ先 うべ若者サポートステーション 

〒755-0029 山口県宇部市新天町 1-3-5 きらめきスタジオ 

電話 0836-36-6666 ＦＡＸ 0836-36-6667 

E-mail  sigoto@ube-saposute.com 

URL  https://ube-saposute.com/ 

その他 厚生労働省・山口県委託事業 

（受託団体：特定非営利活動法人ライフワーク支援機構） 



 

ほうふ若者サポートステーション  

【概要】 

15歳から 49歳までの働きたい若者やご家族を対象に、就職から職場定着をサポートする機

関です。キャリアカウンセリングや心理相談、各種セミナーを実施し、就職・進学・職業訓

練などの目標に向けてサポートを行います。 

支援内容 料金 

キャリアカウンセリングや心理カウンセリングのほか、コミュニケーショ

ンセミナーや職場体験など、一人ひとりのオリジナルプログラムを作成し、

きめ細かな支援を行います。 

 

○ キャリア相談・働く前の相談・こころの相談・出張相談（萩市、山口市）・

ステップアップ相談支援（就職後の定着支援） 

※予約制   ①１０：００～  ②１１：００～   

③１３：００～   ④１４：００～  ⑤１５：００～ 

（１回４５分程度） 

  ※キャリアコンサルタント、社会福祉士、心理カウンセラーにより対応

します。 

 

○ コミュニケーションセミナー、ビジネスマナー、面接対策、職業人講話、

働く体験セミナー、適職診断、職場実習、チャレンジ体験の実施 

※面接練習、応募書類作成はマンツーマンでも対応しています。 

 

○ 出張相談 

山口市：山口市市民活動支援センターさぽらんて 

萩市 ：萩市中央公民館 

※日程は、サポステ及びサポステホームページでご確認ください。 

無 料 

利用対象者 １５歳～４９歳以下で現在働いていない方とその保護者 

※防府市、山口市、萩市、長門市、阿武町にお住まいの方が対象です。 

利用の方法 来所、電話、メール、ホームページ 

利用日時 火曜～土曜日 9:30～17:30 （日曜・月曜・祝日・年末年始は休館） 

問い合わせ先 ほうふ若者サポートステーション 

防府市栄町１丁目１－１７ 

電 話 0835-28-3808  ＦＡＸ 0835-38-8886 

メール hofu@h-saposute.org 

ＵＲＬ http://h-saposute.org 

その他 ※厚生労働省・山口県委託事業 

（受託団体：特定非営利活動法人コミュニティ友志会） 



 

しゅうなん若者サポートステーション 

 【概要】 

働くことに悩んでいる若者を対象として、カウンセリングを中心に様々なプログラムを

用意して就労を応援します。ご家族からのご相談や高校等中途退学後の支援、また、必要

であれば専門機関への橋渡しも行っています。支援はすべて予約が必要です。 

支援内容 料金 

１．キャリアカウンセリング 

  ご本人からの「自分がどのような仕事に向いているのか分からな

い」、「履歴書や職務経歴書がうまく書けない」など、様々な就労に

関する悩みなどの相談をキャリアカウンセラーがお受けします。 

  ◇実施日 火～金曜日 

  ◇時間帯（予約制 １回４０分間） 

    ①10:00～ ②11:00～ ③13:00～ ④14:00～ ⑤15:00～ 
 

２．心理カウンセリング 

働く上での不安や悩みについて臨床心理士が相談をお受けします。 

◇実施日 水～金曜日 

  ◇時間帯（予約制 １回４０分間） 

    ①10:00～ ②11:00～ ③13:00～ ④14:00～ ⑤15:00～ 
 

３．就労支援プログラム 

   （１）コミュニケーション講座  

   （２）ソーシャルスキルトレーニング 

   （３）就職活動準備講座    （４）適職診断 

   （５）職場見学・職場体験   （６）若者交流広場 

   （７）ボランティア活動 

   ※日程は、サポステ及びサポステホームページでご確認ください。 
 

４．出張講座・出張相談 

  岩国地区： 岩国市科学センター 

   柳井地区： 柳井市中央公民館 

   ※日程は、サポステ及びサポステホームページでご確認ください。 
 

 ５．ハローワーク出張相談会 

   ハローワーク徳山 毎月 第２水曜日 

   ハローワーク下松 毎月 第４水曜日 

   ハローワーク柳井 毎月 第１水曜日 

   ハローワーク岩国 毎月 第３水曜日 

 

無 料 



 

利用対象者 山口県東部地域（周南市以東）にお住まいで、 

１５歳～４９歳で、現在働いていない方とその保護者や関係者 

利用の方法 来所、電話、メール 
 

相談したいこと、お名前、連絡先、今までの経緯等を簡単にお伺いします。 

電話・メールの方は、来所いただく日時等を決めさせていただきます。 

ご登録いただいてから支援となります。 

利用日時 火曜～土曜日   9:30～17:30 

(日曜・月曜・祝日・年末年始は休館) 

問い合わせ先 しゅうなん若者サポートステーション 

〒745-0045 周南市徳山港町 1番 1号 

電話 0834-27-6270  Fax 0834-31-2088 

E-mail: info@s-saposute.com 

URL:  http://www.s-saposute.com/ 

その他 ※厚生労働省・山口県委託事業 

（受託団体:一般社団法人山口県労働者福祉協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

社会福祉法人山口県社会福祉協議会 山口県福祉人材センター 

【概要】 

社会福祉事業に関する連絡及び援助を行います。また、社会福祉事業従事者の確保を図るため、 

啓発活動・相談・研修・就業の援助や求人情報の提供などを行っています。 

支援内容 料金 

１ 山口県福祉人材センター（福祉人材無料職業紹介事業） 

(1) 職業紹介・就業斡旋  

福祉のしごとへの就職を希望する方（求職者）に対し、求人情報の

提供や求人事業所を紹介するなど、就職あっせんを行います。 

厚生労働大臣許可事業所名： 

社会福祉法人山口県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所 

許可番号：35-ム-010001 

 

(2) 相談・援助 

社会福祉事業を経営する方々のために、福祉人材の確保に関する各

種の相談に応じます。 

また、求職者のために、仕事の内容や資格の取得、勤務条件等、福

祉のしごとへの就職について相談に応じます。 

 

(3) 福祉の仕事 相談会の開催  

福祉のしごとへの就職を希望される方、社会福祉に関心のある方を

対象に、求人事業所との面接・面談や、仕事の内容、資格の取得に関

する相談・情報提供などを行うための相談会を開催します。 

 

(4) 連絡先 

山口県福祉人材センター 

山口市小郡令和１－１－１ KDDI維新ホール３階 

電 話 083-902-2355 

ＦＡＸ 083-902-5877 

E-mail jinzai@yg-you-i-net.or.jp 

無 料 

利用対象者 福祉の仕事への就職を希望する方 

利用の方法 上記連絡先にお問い合わせください 

利用日時 上記連絡先にお問い合わせください 

問い合わせ先 

 

山口市小郡令和１－１－１ KDDI維新ホール３階 

社会福祉法人山口県社会福祉協議会 山口県福祉人材センター 

電話 083-902-2355 

その他  

  

 

 

 

 

mailto:jinzai@yg-you-i-net.or.jp


 

ＫＨＪ山口県「きらら会」 

【概要】 

１．ひきこもりを抱える親（家族）同士が、同じ悩み、苦しみを打ち明けあい、少しでも楽

になってもらうことを基本理念に持つ自助グループです。 

２．ひきこもりで苦しんでいる当事者同士（年齢を問わない）の居場所。 

３．ひきこもりを抱える親・家族同士が心おきなく療法・体験などの情報交換及び情報提供

を行って、対応や心構え、連帯感などを醸成し、親（家族）の癒しや、孤立感からの脱却

に役立てます。  

支援内容 料金 

毎月一度の月例会開催 

「きらら会」・・・家族会 

「みかんの会」・・・ひきこもり当事者の会 

※同じ場所で同時開催 

 

資格を持ったピアサポーターが悩み相談を受けます。 

１世帯：1,000円 

当事者、行政、医

療機関、大学生等

は無料 

利用対象者 ・ひきこもり（不登校）を抱える家族及び当事者 

・ひきこもりの勉強をされている、行政、医療機関、大学生等 

利用の方法 ・事務局へお問い合わせください 

・行政、医療機関、大学生等の参加は必ず事務局へ連絡をし、許可を得て

ください 

利用日時 毎月第３日曜日 13:00～16:00（山口県身体障害者福祉センター） 

５月・１１月は開催場所変更あり 

問い合わせ先 

 

長門市西深川２８５０－３ 上田十太 

電話・ＦＡＸ 0837-22-5495  

※自宅兼事務局（平日は仕事のため夕方以降） 

その他 ・年２回、親睦を兼ねた月例会を開催 

 ５月…花見会 １１月…芋煮会（忘年会） 

 

 


