12F

ひょうご・しごと情報広場
(4)兵庫型ワークシェア推進事業（新）

神戸クリスタルタワーの12 階
にあります。来場者それぞれの
ニーズに応じた支援メニュー
を用意しています。まずは受付
までお越しください。

開所時間：平日の 10：00～19：00
（土・日・祝祭日・年末年始休み）

ひょうご・しごと情報広場・若者しごと倶楽部で行って
いる支援事業をご紹介します。
(1)ミドル・シニア世代就労相談窓口

新型コロナウイルスの影響を受けている企業等を支援する
ため、ひょうごワークシェアサイトを開設し、人手不足の事
業主と人手余剰の事業主等とのマッチングを支援しています
。
人材融通（出向、副業・兼業等）に係る労働問題や経営改
善等の専門相談を希望される企業等には、社会保険労務士又
は中小企業診断士を無料で派遣します。

(5)若者しごと倶楽部（ジョブカフェ）
大学、短大等を卒業される予定の方、概ね 39 歳以下で就職
を希望されている方のしごと探しをサポートするため、キャ
リアカウンセリングや各種セミナー等を行っています。

40～64 歳のミドル世代を対象に就職や能力開発に関する専門的な

①キャリアカウンセリング

相談を受け付けています。また、就職意欲のある65 歳以上のシニ

就職活動がうまくいかない悩みについて
キャリアカウンセラーが一人ひとりの状況
に応じた丁寧なアドバイスを行っています。

ア世代がライフスタイルや能力に合わせて活躍できるよう就労に
関するマッチングの相談を受け付けています。

① レベルアップ就職プログラム
就職氷河期世代を含むミドル世代を主な対象者として、
個々の課
題に合わせたキャリアカウンセリング
やレベルアップセミナー等の実践的な
就職支援プログラムを提供します。

②ミニマッチング会
正規雇用を前提とした、少数の企業（２～５社程度）と求職者と
のマッチングの機会を設け、ミドル世代の就職促進と地元企業の人
材確保を支援しています。

③シニアショートワーク
シニア世代が、１日２、３時間からでも行うことができる短時間
しごとの紹介や１日程度の体験就業を実施します。

(2)短期職場体験就業事業
就職に悩んでいる若年者やミドル世代を対象に就職紹介を行
い、面接合格後、実際の職場で 1～2 週間の体験就業を通して仕
事への興味や適性を求人企業とともに見極め、適職就業・適任採
用につなげています。
また、企業が求めている人物像を把握し、ミスマッチのない人
材紹介に努めています。

②各種セミナー等
【就活トレーニング】
自己分析や応募書類の作成、マナーの習得、模擬面接など
の訓練により、就職活動への自信を深めていただきます。
【マナー・コミュニケーション講座】
社会人として豊かな人間関係が築
けるように、より実践的にすぐに役
立つビジネスマナーを習得していた
だきます。
【実践！模擬面接】
事前に提出いただいた応募書類をもとに本番さながらの模
擬面接を行います。希望者にはビデオ撮影を取り入れた面接
を行い、講師と共に振り返ります。
【業界研究セミナー】
業界研究の重要性、業界に対する
理解と認識を深めてもらいます。
【企業・職業を知るセミナー】
企業が必要とする人材、求人票の
見方や求人情報の見極め方、労働法
等を分かりやすく解説します、

新卒応援ハローワーク・わかもの支援コーナー（併設）

(3)ひょうご応援企業就職支援事業
「兵庫で就職を目指す若者」と「兵庫で就職を目指す若者を積極
的に採用する企業」との出会いの場を設けています。
「ひょうご応援企業」に登録いた
だき、ホームページ等で幅広く企業
ＰＲするとともに、合同就職面接会
・企業説明会を開催し、兵庫での就
職と地元企業の人材確保を推進して
います。

（

併設ハローワークにおいて、学生の方や概ね 34 歳以下で就
職を希望される方に対する求人情報の提供、仕事に関する
様々な相談から職業紹介までのサービスを行っています。

外国人雇用 HYOGO サポートデスク（併設）

（兵庫県内企業を対象とした外国人雇用に係る相談・助言等
を実施しています。
相談内容に応じて企業人事管理担当者 OB、行政書士、社会
保険労務士等が対応します。
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兵庫県神戸ハーバーランド庁舎案内
神戸クリスタルタワーの６階、７階、１２階で構成する
兵庫県神戸ハーバーランド庁舎では、行政機関や関係団
体が連携し、各種相談窓口を設置するとともに、就業支
援、地域活動・生涯学習ボランティア活動等の様々な情
報や活動場所を提供しています。
是非お立ち寄りください。

＜施設一覧＞
階数

施

設

名

機 能

開 館 日

休館日

１２F

ひょうご・しごと情報広場
078-360-6216

相談
図書コーナー
セミナー開催

月～金

10 時～19 時

７F

県立男女共同参画センター
078-360-8550

相談（面接・電話）
月～金
図書コーナー
土
セミナー開催

9 時～19 時
9 時～17 時

日・祝・
年末年始

兵庫県民総合相談センター
078-360-8511

相談

月～金

9 時～17 時 30 分

土・日・祝・
年末年始

カムバックひょうごセンター
078-360-9971

相談

月～金
土

10 時～18 時 30 分 日・祝・
10 時～17 時 30 分 年末年始

ふるさと応援交流センター
078-360-9972

相談

月～土

10 時～17 時

ひょうごボランタリープラザ
078-360-8845

相談
セミナー開催
貸室（会議用）･
コピー（有料）

月～金
土

9 時～19 時
9 時～17 時

日・祝・ＧＷ
お盆・年末年始

相談

月～金

9 時～17 時 15 分

土・日・祝・
年末年始

６F

生涯学習情報コーナー
(ふるさとひょうご創生塾事務局)

078-360-9015

＜アクセス＞
神戸市中央区東川崎町 1-1-3
神戸クリスタルタワー7 階
・JR「神戸駅」から徒歩 3 分
・神戸高速鉄道「高速神戸駅」から徒歩 7 分
・地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」から徒歩 3 分

土・日・祝・
年末年始

日・祝・
年末年始

各種相談窓口を開設しています。

兵庫県民総合相談センター

６F

詳細についてはお問い合わせください。

【 相談窓口一覧 】
相 談 窓 口

さわやか県民相談

TEL 078-360-8511

主な相談内容

摘要(電話番号など)
078-360-8511

県政に関することなど

フリーダイヤル相談
法律相談
テレビ電話による法律相談
家事(家庭問題)相談
テレビ電話による家事(家庭問題)相談

0120-16-7830
面談のみ・要予約 078-360-8511

日常生活上の法律問題など

神戸市以外の方が対象
面談のみ・要予約 078-360-8511

離婚や相続など

神戸市以外の方が対象

認知症･介護等について高齢者

認知症・高齢者相談

とその家族の悩みと心配事など

交通事故相談

示談や保険金についてなど

外国人県民相談
外国人県民インフォメーションセンターによる相談

078-360-8477(電話相談のみ)
078-360-8521

外国人の生活に関することなど

ＮＧＯ神戸外国人救援ネットによる相談

※土･日はＮＧＯ神戸外国人救援ネット対応
078-382-2052
078-232-1290 場所：神戸市中央区中山手通 1-28-7

住まいの相談

住まいに関するトラブルなど

078-360-2536

国の行政相談

国の行政に対する相談など

078-360-5440

◇ 移住のご相談は・・・
「カムバックひょうごセンター」へ

TEL 078-360-9971

６F

ホームページ https://www.yume-hyogo.com/consult/

ひょうごボランタリープラザ

■施設のご利用など
①セミナー室（72 席）
（設置備品）プロジェクター、ホワイトボード、マイク
②ミーティングコーナー（7 人がけテーブル×2）
③印刷コーナー
④その他（フリーテーブル、資料コーナー、NPO 設立
・運営等の相談 等）
※ ①～③のご利用には、
「コラボネット」へのご登
録が必要です（登録無料）
。
※※ 新型コロナウイルス流行拡大防止のため、ご利
用に際して時間・人数等に一定の制限を設けてい
ます。

ひょうごボランタリープラザは、県民の参画と協
働を支援する県民ボランタリー活動の全県拠点と
して、団体、NPO 等の交流ネットワークの場づく
り、活動資金支援、情報の提供や相談等を行うと
ともに、災害ボランティア活動を支援しています。

■コラボネット（地域づくり活動情報システム）
地域づくりに取り組む団体の様々な活動や助成金
情報等を発信し、活動の輪を広げるきっかけづくりと
して「コラボネット」を運営しています。
（登録のメリット）
・団体ご自身によるタイムリーな情報発信が可能
・
「コラボ NEWS（メルマガ）
」の受信が可能
・セミナー室、印刷コーナー等の利用が可能
（コラボネットについての詳細）
https://www.hyogo-vplaza.jp/givinginfomation/inf
ormation/entry-831.html

■ひょうごボランタリー基金助成
・県民ボランタリー活動助成（ボランティアグループ・団体向け）
法人格を持たないボランタリー活動団体の自立を支援するた
めに助成します。
・中間支援活動支援・地域づくり NPO 事業助成（NPO法人向け）
地域において中間支援機能を担っている団体やネットワーク
を活かし地域づくりを進める NPO 法人等を支援するために助
成します。

■開館時間
月～金曜日：９：００～１９：００
土曜日：９：００～１７：００

ひょうごボランタリープラザ
TEL:０７８－３６０－８８４５(代表)

ひょうごボランタリープラザ

６F

生涯学習情報コーナー

ひょうごインターキャンパス
インターネット上で、講座情報やイベント情報などの
学習に必要な情報を一元的に提供しています。

－ あなたの学習活動を
応援します －

ひょうごインターキャンパスで検索！

生涯学習相談
生涯学習に関する様々な相談をお受けします。
・高齢者大学等の生涯学習機関を教えて欲しい！
・講座・講習会、イベントの情報が知りたい！
・講演や研修会の講師や指導者をみつけたい！ など
また、講座、イベント、学習機関等のチラシ・パンフレット
などを提供しています。

（http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/）
生涯学習リーダーバンク
知識や経験、技能を生かし、ボランティア指導者として
学習グループなどの活動支援を希望する方を、「生涯
学習リーダーバンク」に登録し、学習グループに紹介し
ています。

生涯学習推進アドバイザー
◆開 館 日 月曜日～金曜日（除祝祭日、年末年始）
生涯学習関係機関が抱える生涯学習に関する様々な課題
の解決を支援するため、有識者を派遣しています。

◆開館時間 ９：００～１７：１５
◆電話番号 ０７８－３６０－９０１５
所 神戸クリスタルタワー ６階

ふるさとひょうご創生塾
地域づくり活動の第一線で活躍している方や実践を志す方が、ふるさとづくりの理念や理論、
スキルなどを専門的・体系的に学び、地域における課題の発見能力や解決能力を高める場
です。
兵庫県が平成 8 年に開塾。以後 20 年にわたり、600 人近くの地域人材を輩出しています。

７F

県立男女共同参画センター

■人材育成・活動支援
地域・職場等で男女共同参画を進めるリーダー
養成など、人材育成を目的とした講座・セミナー
を開催しています。
→アドバイザー養成塾・男女共同参画セミナー等

■情報図書室・情報相談
男女共同参画に関連する図
書や映像資料の貸出・閲覧が
できます。また、情報アドバ
イザーが男女共同参画に関す
る学習や活動の相談に応じます。
《貸出》図書・映像資料併せて 3 点まで
図書：２週間、映像資料：1 週間

■相談事業
・女性のためのなやみ相談(電話・面接(予約制)
女性が抱える様々な悩みを女性のカウンセラーが
ご相談に応じ、問題解決に向けてサポートします。
・男性のための相談(電話相談のみ)

■女性就業支援
・チャレンジ相談、各種セミナーの開催
｢働きたい｣｢起業したい｣｢何かを始めたい｣など、チャレ
ンジしたい女性を応援するための相談・情報提供や、再
就職のためのパソコン講座、在宅ワークや起業のための
セミナー等を幅広く開催しています。
※ハローワーク相談窓口を設け、求人検索機(パソコン)
を配置、職業相談・職業紹介を行っています。

■女性活躍推進支援(女性活躍推進センター)
男女ともに働きやすい職場づくりのために、企業内研
修に向けた講師派遣や、いきいきと働いている女性のロ
ールモデルを HP で紹介するとともに、大学生に対して
キャリア形成の助言・啓発等も実施しています。

県立男女共同参画センター・イーブン
TEL:０７８－３６０－８５５０(代表)
０７８－３６０－８５５７(情報図書室)
ひょうご イーブン

検索

