
京都府若年者就業支援センター

若者とじっくり向き合って

（パソナキャリアアセット）岡 田 洋 之

京都府若年者就業支援センターが、2003年８

月に立ち上がりました。私は以前、民間企業で

技術的な仕事や研修担当を20数年間してきまし

た。サラリーマンでしたが転職しようと考えま

して、パソナキャリアアセットの契約社員にな

り、このセンターにまいりました。センターで

は主に、若者と直に向き合うキャリアカウンセ

リングを担当しています。その他、面接などの

セミナーを開催したり、京都府へ報告する資料

づくりなどをしています。

京都府若年者就業支援センターは、経済産業

省から補助金がおりていて、京都府では京都府

若年者就業支援センターと言っていますが、全

国ではジョブカフェと言われています。全国的

には2004年度から動き始めましたが、京都府は、

03年度から動いています。ジョブカフェは全国

で十数カ所あります。京都府若年者就業支援セ

ンターの特徴は、職業紹介をやっていること。

大阪では職業紹介をやっていません。京都や千

葉など数カ所に限定されています。

今年の９月１日に、福知山の駅前ビルに北部

センターを開設しました。常時４人体制です。

就労活動へ５ 段階のサポート

サポートは５段階になっています。

サポート１

サポート１は、来ていただいた方に専任のカ

ウンセラーがついて、相談にのります。カウン

セラーは10名程度ですが、常時７名くらいいま

す。土曜日はオープンしていませんでしたが、

利用者の声で開けました。また、開設時間は９

時～17時でしたが、現在は９時～19時までにな

っています。今のところ、平日の利用者は100

人弱で、土曜日は50人前後です。土曜日を開設

して一気に増えた、ということはないようです。

福祉職場を希望する方には「福祉JOBコーナ

ー」の専任カウンセラーが相談に応じています。

サポート２

サポート２では、就職活動にすぐに役立つ就

労支援セミナーを、毎週２日間やっています。

１日目は自己分析、２日目は面接のレッスン。

ミニセミナーは毎日、２時間。応募書類の書き

方からビジネスマナー、コミュニケーションス

キルの習得などです。

サポート３

サポート３は、希望する職業への就職をめざ

すキャリアアップ研修を、３段階に分けてやっ

ています。第一段階は「若者仕事塾 。職業を」

選択するさいの考え方や 「仕事とは 「働くと、 」

は」という仕事観を養います。次に、ビジネス

の基礎知識や基本的なパソコンの使い方を学ぶ

「京都キャリアカレッジ 。事務職でも営業職」

でもパソコンができないと支障があります。３
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内訳 人数(人） 比率（％）

男 10,426 63.4

女 6,009 36.6

～19歳 411 2.5

20～24歳 8,026 48.8

25～29歳 6,115 37.2

30歳～ 1,883 11.5

無職 8,544 52.0

アルバイト、パート等 3,450 21.0

学生 2,957 18.0

その他 1,484 9.0

初回 3,910 23.8

複数回 12,525 76.2

9,119

2,245

145

4,059

32,003

10,541

1,339

うち　独自開拓求人紹介分 144

就職内定者

来所者数 16,435人

インターンシップ、職場体験参加者数

面接会、企業説明会参加者数

利用者数合計

カウンセリング人数

（2004年４月１日～2005年３月31日）

キャリアアップ研修受講者数

出張セミナー、巡回相談利用者数

性別

年代

就業状態

利用回数

2004年度京都府若年者就業支援センター利用状況

段階めは、ピンポイントで手に職をつける「人

材育成プログラム」があります。デジタルコン

テンツデザインの基礎知識を得たり、福祉分野

では、ヘルパー２級の資格取得、京都検定など

に合わせて京都の観光ビジネスを学ぼうという

研修など、専門性の高い研修をやっています。

これらは、ＲＥＣ等にも委託しています。

サポート４

サポート４では、無料職業紹介。全国的には

ハローワークと併設が多く、独自ではしてない

所が多いのですが、京都は独自に紹介事業をし

ています。

サポート５

サポート５は、職場定着。就職後、利用者が

「仕事についたが、こんな状態だ。こんなこと

で悩んでいる」と来ていただければフォローす

る。就職後もかかわっております。

2004年度の利用状況

上の表は2004年度の利用状況です。昨年度に

センターに来られた方は1万6435人。内訳は、

男性が３分の２、女性が３分の１。男性が多い

という傾向があります。年代別では20～24歳が

半数。25～29歳が４割弱。10歳代は2.5％。30

歳代以上は11％。

来られた時の就業状態は、無職が52％、アル

バイト・パート・臨時職員が21％、学生が18％、

現在就業中の転職希望者が９％です。

利用回数は、初回が24％、複数回は76％です。

パソコンのスキルアップなどのキャリアアップ

研修の受講者数は、9119人。大学などへの出張

セミナーや巡回相談の利用者数が2245人。イン

ターンシップや職場体験参加者数は、145人。

面接会や企業説明会の利用者数は、4059人です。

これらの利用者総数は、3万2003人でした。
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実際にカウンセリングを受けた方は、1万541

人です。このうち就職が内定したのは、1339人。

ハローワークではなくセンターに直接来られて

求人を出された企業が数社あり、この独自開拓

求人紹介で就職された方が、144人います。

職種では、昨年では製造業で18％くらい、卸

小売・販売が15％、サービス業が13％、医療・

福祉関係が8.6％、農・林業は0.15％、建設業

は３％弱ですね。情報通信業が4.6％、運輸業

が2.7％、金融保健が2.3％、不動産が１％、飲

食・宿泊が2.5％、教育学習支援が４％。

就職内定者は、昨年度は若干、契約社員も含

まれていますが、今年度は正社員でカウントし

ています。

今年度10月末の状況は、来所者数が1万2270

人。就職面接会、キャリアアップ、面接講座も

含めて２万人弱の方が利用しています。就職内

。定者は1038人。うち独自求人の内定者が175人

今年度の目標は就職内定者が1500人に設定して

いますが、到達できるのではないかと考えてい

ます。独自求人紹介分を、全体の３分の１にし

たいと考えていますが、これは厳しそうです。

昨年度、ホテルオークラで就職フェアを開催

しました。今年度も合同企業説明会「ワークフ

ェア in京都」を11月24日、国際会議場で開催

します。若者への周知、広報活動では、ＦＭラ

ジオで金曜日８時半から、キヨピーが「仕事の

ことで悩んでいたら若年者就業支援センター」

と呼びかけています。

ど んな若者が利用するのか

どんな若者が多いか 「私に向いている仕事。

って何でしょう？」と来られる方が圧倒的に多

い。就職適性検査ができるようなパソコンを置

いています。しかし、適性検査をやっても「違

う」と 「そうだ」という方は３割いるかいな。

いかですね。小さい時、何をしているのが楽し

かったか。どんな遊びをしていたか。高校時代

のクラブ活動は。個別にゆっくり話を聞きなが

ら「こんな仕事もあるが、どうだろう」とキャ

リアカウンセリングしています。

来られる方は、いかんせん元気がないという

特徴があります。全くというくらい元気がない。

元気な方は、勝手に就職活動をします。何かあ

るからセンターに来られます。

就職に一度失敗している人が多いようです。

「なんで辞めたんだ？」と聞くと、人間関係が

圧倒的に多いですね。その他「大学時代に就活

をしたが、うまくいかなかった 「４月から働」

きだしたけど、ちょっと違う 「営業ってこん」

なんじゃなかった 「残業が夜の10時、11時ま」

である 。」

家庭の事情があって「もう一度、同じ失敗は

できない 、ご両親のプレッシャーもあって」

「就活が怖い 。だんだん元気がなっていきま」

す。元気がない状態で企業へ行きますので、企

業は元気のない人はいらないとなって、内定が

とれない。悪循環です。アップすればいいんで

すが、ダウンして「まただめ、まただめ」と、

どんどん悪い方向に沈んでいく。そこを何とか

元気な姿で就職活動に臨んでほしいとカウンセ

リングしています。

昨年６月頃から気になりだしたのが、メンタ

ル的に問題を抱えている人が１割くらいおられ

ることです。ジョブカフェとしては悩んでいる

ところです。キャリアカウンセラーはメンタル

的に問題のある方は扱えないので、京都府と相

談をして、去年11月から臨床心理士、保健師に

来てもらっています。ある若者は「死にたい、

死にたい」と言いながら、壁を殴る 「電車に。

乗っていても、全く知らない人が僕の悪口を言

っている。デパートや駅でも、向こうから来る

人が僕の顔を見て悪口を言う。なんで僕のこと
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を知っているんだ」と訴えられる。この前は、

手にリストカットの跡が20カ所くらいある方が

来られました。

「精神的な面が回復したからジョブカフェに

行ったら」という医院もあります。投薬を受け

ている方は、すぐ仕事を紹介するわけにもいき

ませんので「アルバイトから始めたらどうか」

と助言します。

また、障害者ではないのですが「ちょっと健

常者ではない」という方の就職支援がなかなか

難しいと感じます。コミュニケーション能力が

ない。話はできるのですが、ゆっくり話される

とか……。障害者のためのハローワークの窓口

もあるのですが、そうではない方へのサポート

は悩ましいところです。学歴がある方もいるし、

ない方もいます 「100社くらい出したが、面接。

で全部あかん。なぜなんですか？」と聞かれて

即答できない。両親からは「仕事、仕事」と言

われ、本人も仕事をやりたい。人と話す仕事よ

りも機械の方の仕事はどうですか」というアド

ハイスはさせていただいています。

ひきこもりを５年とか、３年やっていたとい

う人も来ています。来られるのは、インターネ

ットを親が見て、というのが多いようです。親

に言われて来たり、親と一緒に来られる方もい

ます。お父さんが「どうやったら息子を引っ張

りだせるか」と来られたケースもあります。竹

田の福祉総合センターでは、ひきこもりの相談

体制ができていますので、そこを紹介します。

開設当初は、明石や奈良、大阪、滋賀、遠く

は熊本や宮崎とかもありました 「京都が好き。

だから 「学生時代に京都にいたから」とう理」

由が多い。対象年齢は一応、30歳未満になって

いますが、限定はしていません。

ジョブカフェで仕事を見つけて就職した人の

内、１割くらいは、退職されてまた来られる方

がいますね。ミスマッチングで 「やってみな、

いとわからないかな」という部分はあります。

独自の求人開拓

職業紹介では、ハローワークに出された求人

企業の他に、直接、求人を出しに来られる企業

があります。月間で70件くらいの求人は頂戴し

ています。企業によっては「経験者優遇」と、

即戦力を求められる企業があるのですが、セン

ターに来る若者は未経験の方がほとんどなので、

「未経験でもいい」という求人をできるだけお

願いしています。普通、履歴書にはアルバイト

経験を書かないのですが、学んで得た知識はし

っかり使っていこうということで、書くように

指導しています。

センターには経営者協会の方がおられて、企

業情報をホームページで見たり、経営者協会の

加盟企業などに、求人を出してもらうようにお

願いに行っています。お願いする企業の規模は、

従業員が20人以上で、ある程度安定していると

ころです。紹介したも倒産したら求職者も不幸

です。

ジョブカフェでは、パートの求人登録はでき

ません。契約社員でも、正社員への雇用の道が

ある場合は受け付けますが、ずっとパートは受

け付けていません。

労働条件は就業内容も含めて明示してもらい

、ます。休日は100日前後の企業も多いのですが

若者がウエイトをおくのは土日の休み。なかに

は、給料や条件面ばかりを見て、仕事に結びつ

かない若者も多くいます。また、以前、働いて

いたところは保険がなかったため、４つの保険

が揃っている企業を探す人もいます。保険がな

い企業には 「入ってください」とお願いして、

います。

ハローワークの求人は多いですね。ジョブカ

フェは１日に数件ですが、ハローワークは150
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件くらいあります。センターとハローワークの

求人情報は、オンラインではつながっていない

ので、インターネット上で求人を見ています。

しかし、ネット上では企業名とか就業場所が見

えないため、いいのがあればプリントアウトし

てハローワークに、一緒に走ります。

委託事業者と し て

センターの職員は27人。京都府の雇用対策プ

ロジェクトから２人。京都府が臨時雇用してい

る方も１人います。臨時雇用は、最長で１年間。

その間に就職活動しなさいと。今年は２人来て、

就職が決まりました。カウンセラーは、私のよ

うにパソナアセットからの派遣社員です。雇用

能力開発機構からは４人が来ていて、職業適性

検査の結果の見方をアバドイスされます。

委託を受けているパソナキャリアアセットに

は、就職内定者などの目標数値が求められます。

昨年は1000人でしたが、実際は1339人でした。

委託には成功報酬的なものはなく、毎年、入札

が行われ、年間の委託金をいただくだけです。

委託先が替わった場合の情報管理の問題につ

いては、まだ替わってないのでどんな問題が生

じるのかはわかりません。ただ、情報はデータ

ベース上で引き継げるとしても、カウセンラー

が替わると若者は来なくなるという問題が起り

ます。京都の場合は、マンツーマンで、内定ま

で付き合う 「カウンセラーを替えてくれ」と。

いう求人者も時にはいますが、精神的な支援が

重要です。経済産業省からの助成は2006年度ま

でですが、来年度、京都があたるかどうか。年

度末には申請するということです。

経済産業省から補助金を受けているジョブカ

フェは全国的な連絡会を作っています。工夫し

たやり方の発表もあります。去年11月に新聞で

紹介され、利用者が増えました。

ハローワークには、若者は行きたがらないで

すね。おじさんがたむろして、タバコを吸って

いて、雰囲気がよくない 「ここを面接した。

い」と言っても「あなたにはだめ 「これは経」

験者」とはねられる。上からものを言われてい

るような感じで、話も聞いてもらえないと言っ

ています。

京都駅前に、今年の４月から厚労省のハロー

ワーク西陣の内部組織として「京都キャリア・

サポートセンター」ができました。３つのコー

ナーがあって 「京都人材銀行」は管理職・技、

術職・専門職の雇用と就職についての相談と紹

介 「キャリア交流プラザ」はセミナー形式で、

就職活動を支援 「就職相談コーナー」はマン、

ツーマン形式で一貫した早期再就職支援を行っ

ています。センターに来る若者に案内しますが、

若者はなかなか行こうとしません。

ハローワークも民間委託の方がいいのではな

いでしょうか。

（おかだ ひろゆき・京都府若年者就労支援センター

キャリアカウンセラー）

＊この文章は、11月13日の「自治体雇用労働政策研究

会」で話された内容を編集したものです。
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