
令和３年度事業報告書 

 

本協会は、求職者の就職支援と産業界の労働力確保を目的として、下記のとおり事業を実施。 

[１] 公益目的事業１ 概ね３０代までの若者と企業をつなぐ事業 

県が設置した「福岡県若者就職支援センター」の施設の管理運営を行うとともに、おおむね39

歳までの若者を対象に、職業観形成から就職後の定着促進に至るまで、研修やセミナー等を通じ

た就職支援を行いました。 

また、若年労働力の確保という地元産業界の要請に応えるため、合同企業説明会を開催し、求

職者と企業とのマッチングを図るとともに、個別相談やセミナー等を通じ、企業の人材確保や人

材定着を支援しました。 

事業推進に当たっては、県が民間事業者に委託して実施する若年者向けの各種事業（個別就職

相談、セミナー、職業紹介等）について、事業全体の総括・進捗管理や関係機関との連絡調整、

センターの広報などを行いました。 

 

１．相談業務 

(1)求職者向け 

【内容】 

若者就職支援センターで、専門のアドバイザーが求職者の就職に関する相談に対応した。 

【実績】 ※(  )は前年度実績   

 相談者数 登録者数 就職決定者数 

若者就職支援センター 9,441人 (9,753人) 4,810人 (4,034人) 3,088人 (3,598人) 

 

福岡センター 4,525人 (4,860人) 3,832人 (3,094人) 2,369人 (2,919人) 

北九州ブランチ 3,982人 (3,963人) 858人  (804人) 599人  (523人) 

筑豊ブランチ 318人    (5人) 44人  (12人) 29人  (41人) 

筑後ブランチ 616人   (925人) 76人  (124人) 91人  (115人) 

 

 

 

 

 

 

 

個別就職相談（対面） 個別就職相談（オンライン） 



(2)企業向け 

【内容】 

３名の雇用促進アドバイザーが採用や定着等に関する企業からの相談に対応した。 

【実績】※(  ) は前年度実績 

支援企業数 407社 (466社) 

支援件数（セミナー参加含む） 1,346件(1,184件) 

正規採用数 783人 (819人) 

正規転換数 105人 (120人) 

 

 

２．研修・セミナー等 

(1)求職者向け 

①地元企業紹介事業 

【内容】 

高校生や大学生等が地元企業への理解を深め、企業規模や先入観に捉われない職業選択ができ

るように、地元中小企業の経営者等による地元企業の魅力の紹介や企業見学会を開催した。 

【実績】 ※(  )は前年度実績 

 実施回数 参加人数 

企業人講話（高校） 9回(7回) 329人 (272人) 

企業見学会（高校） 12回(11回) 264人 (233人) 

   〃  （大学等） 3回 (1回) 93人  (22人) 

座 談 会 （大学等） 5回 (3回) 144人  (113人) 

    

②就職支援協定締結大学との共催事業 

【内容】 

福岡県と就職支援協定を締結している大学との共催により、オンラインによる業界研究会・座

談会等を行った。 

【実績】 

 回数 参加企業数 参加者数 

業界研究会・座談会 4回(2回) 8社(4社) 68人(57人) 

 

 

センターでの個別相談 

【実施大学：4校】 

・専修大学 

・神戸芸術工科大学 

・日本大学 

・大阪経済法科大学 



③就活準備セミナー 

【内容】 

新卒応援ハローワークと連携して来年度卒業を迎える学生を対象に、地元企業の採用担当者に

よるパネルディスカッション及びパネラーと学生による座談会を開催し、就職活動に対する心構

えや採用選考に関する情報提供を行った。 

・令和３年１１月２５日（木） アクロス福岡 イベントホール 

【実績】※(  )は前年度実績  

 参加人数 

就活準備セミナー 51人 (82人) 

 

 

 

 

(2)企業向け 

①職場定着促進セミナー 

・若手社員向けセミナー 

【内容】 

若手社員の安易な転職を防止し、職場での定着を図るため、仕事や人間関係の不安・悩みの解

消を図るコミュニケーショントレーニングやモチベーションマネジメントの対策セミナーを開

催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 参加人数 

22回(16回) 

 

 

510人(269人) 

  

＜パネルディスカッション＞ 

 イオン九州㈱ 

 久原本家グループ 

 ＴＯＴＯインフォム㈱ 

 ㈱西日本新聞社 

 西日本鉄道㈱ 

 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ 

パネルディスカッション 



・新入社員の上司・先輩社員向けセミナー 

【内容】 

若手職員の職場定着を図るため、新入社員の上司・先輩等、指導する側の意識改革を促すセミ

ナーを開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 参加人数 

10回(8回) 246人(140人) 

  

②採用力向上企業支援セミナー 

【内容】 

合同会社説明会に参加する企業や人材確保に課題を抱える企業を対象に県内各地で採用力向

上企業支援セミナーを開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

実施回数 参加人数 

13回（8回） 235人（110人） 

 

③人材確保・人材定着支援セミナー 

【内容】 

正規雇用促進企業支援センターでは、関係機関と連携し、県内各地で人材確保・人材定着に関する

セミナーを開催した。 

 

【実績】※(  )は前年度実績 

内容 実施回数 参加人数 

合説直前セミナー 1回  (3回) 19人 (30人) 

採用ページ作成セミナー 4回  (―) 47人   (―) 

採用力向上セミナー 1回  (―) 123人   (―) 

刑務所出所者等の雇用セミナー 1回 (1回) 9人 (11人) 

市町村・商工会・商工会議所との共催セミナー 3回  (3回) 11人 (26人) 

人材確保・定着セミナー 8回  (4回) 49人 (23人) 

助成金活用セミナー 2回 (2回) 13人  (5人) 

 

 

 



３．合同会社説明会・面接会等 

①合同会社説明会・面接会 

【内容】 

若者就職支援センター、正規雇用促進企業支援センターで、地元企業の合同会社説明会・面接会

を開催した。就職活動ワンポイント講座や個別就職相談、適性診断などを同時開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

 実施回数 参加企業数 参加者数 就職者数 

若者センター 6回 (12回) 213社 (326社) 647人 (701人) 22人(39人) 

正規センター 2回  (4回) 31社  (60社) 154人 (239人) ― 

   

 ②就職支援協定締結大学との共催事業 

【内容】 

福岡県と就職支援協定を締結している大学との共催により、合同会社説明会を行った。 

【実績】※(  )は前年度実績 

 回数 参加企業数 参加者数 

合同会社説明会 1回(2回) 3社(5社) 1人(1人) 

 

４．交流会 

①高校教員と地元企業の交流会 

【内容】 

高校教員と企業の人事担当者を対象とした就職状況に関する情報交換会を県内４地域で開催

した。 

・令和３年６月２３日 福岡市    

・令和３年６月２５日 北九州市   

・令和３年６月３０日 飯塚市 

・令和３年７月 ２日 久留米市 

 

【実績】※前年度は新型コロナ感染症拡大防止のため、全日程中止 

実施回数 参加企業数 参加校数 

4回 247社 136校 

 

 

【実施大学：１校】 

実践女子大学・実 

践女子短期大学部 



②大学等と地元企業の就職情報交換会  

【内容】 

大学等の就職指導担当者と地元企業の人事担当者との就職に関する情報交換会を開催し、翌日

に県外大学の就職担当者を対象とした企業見学会を実施した。 

・令和３年１０月２７日 就職情報交換会  

・令和３年１０月２８日 企業見学会    

 

【実績】※前年度は新型コロナ感染症拡大防止のため、全日程中止 

 

  

           

５．情報提供 

①冊子「就活読本」の作成・配布  

【内容】 

就職活動を開始する福岡県内の大学生（卒業前年度生）等を対象に、

就職活動のチェックポイント等を体系的に取りまとめた就活読本を作成

し、県内の大学・専門学校等に配布した。 

 

②各種リーフレットの作成・配布 

【内容】 

「若者就職支援センター」のポスター・リーフレット及び「正規雇用促進企業支援センター」の

チラシを作成し、ハローワーク・市町村・大学短大・専修学校・高等学校・就職支援機関・経済

団体等に配布した。 

 

③ＵＩＪターンに関するチラシの作成・配布 

【内容】 

ＵＩＪターン就職支援に関するチラシを作成し、県外大学、県外ジョブカフェ、県外新卒応援

ハローワークなどへ送付した。 

 

④採用動向調査の実施 

【内容】 

県内企業の採用動向に関するアンケート調査を実施した。 

【実績】 

調査実施時期：令和４年２月３日～令和４年２月１８日 

    送付企業数：３，８８５社 

有効回答数：  ９８２社 

 

参加企業数 参加学校数 

77社 58校 ※うち、県外大学41校 

就活読本 



⑤メールマガジンの配信 

【内容】 

センターのホームページに掲載する求人情報やイベント情報等を県内外の大学等の就職支援

担当者、求職者、企業へ配信した。 

 

⑥ＳＮＳ配信 

【内容】 

センターのセミナー情報や合同会社説明会等のイベント情報をFacebook、twitter、LINEで配

信した。 

 

⑦ホームページの管理運営 

【内容】 

「福岡県雇用対策協会」「若者就職支援センター」「正規雇用促進企業支援センター」のホ

ームページの管理・運営を行った。 

 

   

  

 

 

 

  

  

若者就職支援センターホームページ 

正規雇用促進企業支援センターホームページ 

福岡県雇用対策協会 



[２] 公益目的事業２ 中高年齢者の就職を支援する事業 

 

国と県が共同設置した「福岡県中高年就職支援センター」において、おおむね40歳から64歳ま

での中高年求職者に対し、就職支援のための資格取得講座や情報提供等の事業を行った。 

 また、県が民間事業者に委託して実施する各種センター事業（個別就職相談、セミナー、企業

面接会等）について、事業全体の統括・進捗管理や、関係機関との連絡調整、事業の広報などを

行った。 

１．相談業務 

【内容】 

中高年就職支援センター及び県内１７カ所のハローワーク等で、専門のアドバイザーが求職者

のキャリア等の状況に応じたきめ細かな相談に対応した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

相談場所 相談者数 就職決定者数 

中高年就職支援センター 3,550人 (3,029人)   618人  (415人) 

１７ハローワーク等（出前相談） 5,851人 (5,762人) 1,025人  (855人) 

計 9,401人 (8,791人)  1,643人(1,270人) 

 

２．資格取得講座 

【内容】 

人材が不足している介護業界や中高年求職者のニーズが高い物流業界への就職に必要な資格習

得を目的とした、介護職員初任者研修及びフォークリフト運転技能講座を実施した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

講座名 開催地域・回数 受講者数 

フォークリフト運転技能講座 

福岡    2回(4回) 40人(80人) 

北九州  1回(1回) 20人(20人) 

筑後   1回(1回) 20人(20人) 

筑豊    1回(1回) 20人(20人) 

介護職員初任者研修 
福岡    2回(3回) 48人(72人) 

北九州  1回(1回) 24人(24人) 

   

 

 

 

 

 

 
フォークリフト運転技能講座 介護職員初任者研修 



 

３．情報提供 

①リーフレット及び「センター通信」の作成・配布 

【内容】 

センターを紹介するリーフレット及びセンターが実施する各種 

セミナー等の情報を掲載した「センター通信」を作成し、ハロ 

ーワーク、市町村等に配布した。 

 

②ホームページの管理運営等 

【内容】 

センターのホームページやメールマガジンにより、中高年求職 

者向けの情報提供を行った。 

また、LINEによりセンター事業の周知を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中高年就職支援センターHP 



[３] 公益目的事業３ ７０歳現役応援センター事業 

 高齢者が年齢に関わりなく職場や地域で活躍できる社会をつくるため、県が設置した「福岡県

７０歳現役応援センター」の管理運営を行うとともに、同センターを拠点として、高齢者の就

業・社会参加の支援や啓発等を行った。 

事業推進に当たっては、県が民間事業者に委託して実施する高齢者の就業・社会参加支援事業

（個別相談、マッチング支援、合同説明会、講習会等）と連携して行い、同事業の総括・進捗管

理も併せて行った。 

 

１．相談業務 

【内容】 

７０歳現役応援センター及び各オフィスに高齢者の相談窓口を設置し、専門相談員とコーディ

ネーターが就業・社会参加に関する相談・助言に対応した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

オフィス名 来所相談者数 登録者数 
決定者数 

就職 社会参加等 

福 岡 2,901人 (2,519人) 926人 (808人) 654人  (656人) 18人  (19人) 

北九州 1,309人 (1,263人) 469人  (415人) 465人  (468人) 15人 (14人) 

久留米 1,179人 (1,076人) 301人  (258人) 329人  (327人) 13人 (13人) 

飯 塚 984人 (828人) 217人  (150人) 207人  (210人) 6人  (3人) 

計 6,373人 (5,686人) 1,913人(1,631人) 1,655人(1,661人) 52人 (49人) 

 

 

２．講座・セミナー 

①企業対象 

○福岡労働局等共催分 

【内容】 

企業経営者、人事担当者を対象に、高齢者雇用の有用性、 

高齢者に適する職域の拡大や勤務制度改善のノウハウを 

提供するセミナーを、福岡労働局、高齢・障害・求職者雇 

用支援機構との共催で開催した。（新型コロナ対策のため、 

回数、人数等規模を縮小して実施。） 

後日、セミナー録画をオンラインで限定配信した。 

 

【実績】※(  )は前年度実績 

開催回数 参加者数 オンライン視聴 

1回(1回) 57人(110人) 257回（－） 

 

企業向けセミナー 



○センター単独開催分 

【内容】 

 センター単独で、シニア人材の活用に係るセミナーを開催した。 

 

【実績】 

 

 

 

 

②従業員対象 

【内容】 

主に４０歳から５０歳代の従業員を対象に、生涯現役 

で活躍し続けるための必要な準備や意識改革に関する 

セミナーを出前方式又はオンラインで開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

開催回数 参加者数 

10回(3回) 165人(42人) 

 

③高齢者対象 

【内容】 

高齢者を対象に、就業支援セミナーを実施した。 

（新型コロナ緊急事態宣言発令中２回中止） 

【実績】※(  )は前年度実績 

開催回数 参加者数 

5回(5回) 49人(53人) 

 

３．企業開拓 

【内容】 

県内企業を訪問し、高齢者雇用の有用性や優良事例、支援制度を紹介し、７０歳まで働ける企業 

の開拓を実施した。 

社会保険労務士を企業に派遣し、相談対応・助言を行った。 

【実績】※(  )は前年度実績 

訪問企業数 制度導入数 

867社(601社) 47社(34社) 

開催回数 参加者数 

2回 40人 

従業員向けセミナー（オンライン） 

就業支援セミナー 

企業向けセミナー 



４．合同説明会等 

【内容】 

高齢者の就業・社会参加の機会を提供するため、県内各地で企業やＮＰＯ・ボランティア団体の

合同説明会等を開催した。 

【実績】※(  )は前年度実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．情報提供 

①リーフレット等の作成・配布 

【内容】 

センターの事業内容、各種セミナーなどの情報を 

掲載したリーフレットを作成し、ハローワーク、 

市町村、他の就職支援機関、経済団体、県内企業等に 

配布した。 

 

 

②ホームページの管理運営 

【内容】 

ホームページにおいて、各種セミナーをはじめ高齢者が活躍している企業や高齢者が参加しやす

いＮＰＯ・ボランティア団体等の情報提供に努めた。 

 

 

項 目 

 

回 数 参加(相談)者数 

しごと・ボランティア合同説明会 6回  (4回) 529人(317人) 

ミニしごと合同説明会 2回  (2回) 78人 (91人) 

アクティブシニアしごと合同説明会 1回  (1回) 138人(140人) 

他団体との共催等による合同相談会 3回  (1回) 8人(3人) 

ハローワークでの出張相談会 171回(144回) 479人(394人) 

しごと・ボランティア合同説明会 アクティブシニアしごと合同説明会 

リーフレット 



 [４] 公益目的事業外 法人運営 

法人運営のために必要な会議を下記のとおり実施。 

１．定時総会 

・日  時 令和３年６月１８日（金）１４：００～ 

・場  所 西鉄グランドホテル ２階『 真珠の間 』 

・会員総数 ２２２名 

・出席会員数（委任状による出席会員及び議決権行使書提出会員含む） １６８名 

・報告事項 令和２年度事業内容報告の件 

・決議事項  ① 令和２年度計算書類承認の件 

       ② 理事３名選任の件 

 

２．理事会 

(1) 第１回理事会 

・日  時 令和３年５月１７日（月）１４：００～ 

・場  所 ソラリア西鉄ホテル ８階『 北斗 』 

・理事総数 １５名  出席理事数 １１名 

・決議事項 ① 令和２年度事業報告承認の件 

② 令和２年度計算書類承認の件 

③ 理事３名選任の件 

④ 令和３年度定時総会の招集決定の件 

 

(2) 第２回理事会 

・日  時 令和３年６月１８日（金）１４：１５～ 

・場  所 西鉄グランドホテル ２階『 真珠の間 』 

・理事総数 １５名  出席理事数 １３名 

・決議事項 ① 会長（代表理事）選任の件 

 

(3) 第３回理事会 

・日  時 令和４年３月２５日（金）１５：００～ 

・場  所 ソラリア西鉄ホテル  ８Ｆ『 北斗 』 

・理事総数 １５名  出席理事数 ９名 

・決議事項 ① 令和４年度事業計画の承認の件 

      ② 令和４年度収支予算の承認の件 

      ③ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類承認の件 

④ 会員入会の承認の件 

⑤ 福岡県雇用対策協会公印規程の一部改正の件 

・報告事項 会員の退会状況について 


