
http://wsy.city.yokohama.lg.jp/ 
「横浜市就職サポートセンター」は横浜市が株式会社パソナに運営を委託しています。 

ＴＳプラザビル16階 

電話番号 

9:00～17:30 （月曜日～金曜日） 
                                ＊祝日・年末年始を除きます。 

0120-915-574 〒221-0835 
横浜市神奈川区鶴屋町 
2-23-2 

所在地 

横浜駅きた西口  
徒歩5分 

横浜市就職サポートセンター 

（株式会社パソナ内） 

就職に向けた個別相談 

インターンシップによる就労支援 

あなたの｢働きたい｣を応援する 
就職活動の総合案内窓口です！ 
横浜市就職サポートセンターは、横浜市内の求職者の就労を 

支援するための総合案内窓口です。 

年齢・性別を問わず求職者の方の事情に合わせた支援を行い、 

皆様の就職活動のお手伝いをさせていただきます。 

電話受付時間 

相談窓口開設時間 

9:３0～17:30 （月曜日・水曜日・金曜日・ 

           月3回土曜日※ ） 

9:３0～19:30 （火曜日・木曜日） 

～横浜市は、育児・介護等でキャリアブランクがある女性の再就職を応援しています！～ 

就職支援セミナー 

（18歳～40歳未満の若年者及びキャリアブランクのある女性対象） 
就職後の定着支援 

利用料 

無料 

Menu 横浜市就職サポートセンター支援メニュー 

Information 

※開催日は事前にご確認ください。 

みんなの数だけ、就職の がある。 

横浜市就職サポートセンター 



横浜市就職サポートセンターでは、様々な就職活動の情報をご用意し 
あなたの就職活動を全面的にサポートします。 

総合案内・個別相談予約受付 

就職後の定着支援 

0120-915-574 

市内の就職活動情報を集約し、あなたの求める就職活動に役立つ情報をご案内！ 

個別相談を通して、あなたに必要な支援メニュをーご提案し、就職活動をサポート！ 

個別相談 
専任相談員が丁寧にお話を伺い、 

相談内容に応じたアドバイスを

行います。 

各種就職活動情報の提供から、 

求人検索の仕方や面接対策など

の具体的な支援まで、一貫した

サポートを行います！ 

就職先を決定することがゴールではありません！ 

あなたのより良いキャリアの構築に向けて、 

就職後も就労状況やスキルアップに関するご相談

に対応します。 

万全の体制を整え、あなたの就職活動をサポート

します。一緒に頑張りましょう！ 

事前予約制 

予約受付：月～金 9:00～17:30（祝日・年末年始を除く） 
 

インターンシップ 
集合研修を行った後、横浜市内を

中心とした企業にてインターン

シップが出来るプログラムを年間

4回程度実施。同じ目標を持つ仲

間と励ましあいながら就職活動を

行うことができるプログラムです。 

18歳以上40歳未満の若年求職者及び 
キャリアブランクのある女性求職者向け 

就職支援セミナー 
ビジネスマナー等の就職活動の基礎を

学ぶ基本セミナーから、面接対策等の

実践的なセミナーまで幅広くご用意し

ております。あなたに合ったセミナー

を受講ください！ 

事前予約制 
●セミナー例● 

・応募書類の書き方 

・面接対策 

・職種・業界研究入門 

・適職の見つけ方 

・ブラック企業の見分け方 

・パソコン基礎講座 など 

※子育て経験がある女性相談員を配置 

(スケジュールや参加条件などはお問合わせください) 

※希望者には自宅で出来る 
    e-learning学習もご案内致します！  

気になる 
メニューから 
スタート！ 

 

まずは 
お電話で 
ご予約！ 

就職活動を 

サポート！ 

就職後も 

サポート！ 

STEP3 

STEP2 

STEP1 

http://wsy.city.yokohama.lg.jp/ 
「横浜市就職サポートセンター」は横浜市が株式会社パソナに運営を委託しています。 

横浜市就職サポートセンター 

みんなの数だけ、就職の がある。 



1 
ビジネスマナー・コミュニケーション

能力の習得や、就職活動に必要な応募

書類の書き方、面接対策など、就職に

役立つ教育・研修プログラムを無料で

受けることが出来ます。 

教育・研修 
の充実 2 

横浜市内企業の担当者とのマッチング

交流会を通じて、会社の雰囲気や若手

社員の活躍ぶりなど、企業の生の声を

聞くことが出来ます。 

交流会で 
生の声が聞ける 3 

インターンシップを通じて最大10日間の

就労体験が可能です。実際の職場にて就

労体験をすることはその先の就職活動に

大いに役立ちます。 
 

     プログラム参加へのメリット 

インターンシップ 
で就労体験 

若年者向けインターンシッププログラム  

あなたの“働きたい”に 
全力で応えます！ １７ 名 

実習生募集 

横浜市就職サポートセンター 

平成28年度 第１期生募集！ 

●説明会日程● 

4月19日(火)  
4月20日(水)  
4月22日(金） 

4月26日(火)  
4月28日(木)  
5月9日(月)  
 事前予約制。 

※4/28はお子様連れ参加ＯＫ！ 

13時30分～ 
10時～ 
13時30分～ 
13時30分～ 

10時～ 
10時～ 
 

http://wsy.city.yokohama.lg.jp/ 
「横浜市就職サポートセンター」は横浜市が株式会社パソナに 
 運営を委託しています。 

横浜市就職サポートセンター 
0120-915-574 
【受付時間】平日9：00～17：30 

(祝日・年末年始を除く） 
みんなの数だけ、就職の がある。 



募集要項  

横浜市「若年者向けインターンシッププログラム」とは 

横浜市内在住・在勤・在学の就職を希望する18歳以上40歳未満の方を対象に、 
集合研修やインターンシップ等を通じて就職を目指すプログラムです。 

「履歴書の書き方など就職活動の基礎がわからない。」 
「面接が苦手で就職活動が上手くいかない。」 
「インターンシップを通じて、新たな業種や職種にチャレンジしてみたい！」 
  同じ悩みを抱えた皆さんと一緒に、就職への“第一歩”を踏み出しましょう。 

１．プログラム説明会 

まずは事前予約制のプログラム説明会に参加ください。 
プログラム全体のご説明をした後、個別に就職活動の 
状況をお伺いいたします。 

研修は5日間。 
ビジネスマナーや履歴書、職務経歴
書の書き方等を学び就職に必要な知
識をつけると同時に、面接対策やグ
ループワークなど、実践的な研修を
行い、就職活動への不安を解消して
いきます。 

インターンシップ先は正社員雇用を検討している 
横浜市内企業。受け入れ先企業が研修会場に来所して
「マッチング交流会」を実施しますので、 
安心してインターンシップ先を決めることが出来ます。 

求職活動状況はおひとりおひとり
違います。個別の相談窓口を設け、
模擬面接の実施や履歴書添削は 
もちろん、個別のカウンセリング
を行い、就職決定に向け、 
センター事務局が万全のフォロー
をいたします。 

※インターンシップ期間は支援金(日額2000円／上限10日間）  
 を支給します。また、センターの費用負担でインターンシップ   
   保険に加入します。 

◎開催場所：横浜市就職サポートセンター 

説明会日程 

＜応募条件＞ 横浜市内在住・在勤・在学で就職を希望する18歳以上40歳未満の方 

２．就職活動に役立つ研修 

３．インターンシップ（就労体験） ４．個別相談・就労支援 

若年者向けインターンシッププログラム概要  

「インターンシッププログラム」にご参加いただいた企業担当者・研修生の声 

製造業 
人事担当者 20代女性 

（事務職で就職決定） 

製造の現場では様々な工程があり、それらの
作業を把握することが出来るのか、今後やっ
ていけるのかどうかは、履歴書や面接だけで
はなかなか判断しにくい面があります。イン
ターンシップを通し、本人の意欲や適性を確
認する事が出来ました。また、社内の活性化
にもつながっています。 

履歴書も面接も苦手意識があり、何の仕事をしたらいい
かも迷っていました。研修で自分に足りない点が明確に
なり、その対策が出来ました。研修後も個別に面談を重
ね、自己分析などを行い、方向性が決まってからは迷う
事なく進めました。何でも話せる相談員の方がいるのは
心強かったです。最初のインターンシップでは採用に至
りませんでしたが、その経験があったことで自分が変化
し、2度目のインターンシップで就職が決まりました。 

募集人数 

申込受付期間 

集合研修 

マッチング交流会 

インターンシップ 

17名（プログラム参加費用は無料です） 

平成28年4月4日(月)～5月9日(月) 

平成28年5月16日(月)～20日(金)の5日間 

平成28年6月1日(水)以降～ 

 

 

 

集合研修の
内容 

・就職活動へのマインドセット 

・ビジネスマナー 

・応募書類の書き方 

・職種・業界研究 

・面接ロールプレイング など 

（横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2  
  TSプラザビル16階  パソナ内） 

スケジュール・実施概要 

※応募条件等詳細は下記募集要項をご覧下さい。 
※プログラム説明会の後、カウンセリング・ヒアリングを経て、    
 センターの総合判断により、プログラムへの参加可否を決定 
 いたします。 

※事前予約制となっております。 

4月19日(火)  

4月20日(水)  

4月22日(金） 

4月26日(火)  

4月28日(木)  

5月9日(月)  

13時30分～ 

10時～ 

13時30分～ 

13時30分～ 

10時～ 

10時～ 

※4/28はお子様連れ参加ＯＫ！ 
横浜駅きた西口 徒歩5分 

（製造職で採用） 

若年者：5月23日(月)・24日(火)         ：25日(水) 
キャリアブランク 

女性 

0120-915-574 

＜お問合せ・お申込み＞ 

横浜市就職サポートセンター 

「横浜市就職サポートセンター」は 
  横浜市が株式会社パソナに運営を委託しています。 



1 
ビジネスマナー・コミュニケーション

能力の習得や、就職活動に必要な応募

書類の書き方、面接対策など、就職に

役立つ教育・研修プログラムを無料で

受けることが出来ます。 

教育・研修 
の充実 2 

横浜市内企業の担当者とのマッチング

交流会を通じて、会社の雰囲気や女性

の活躍ぶりなど、企業の生の声を聞く

ことが出来ます。 

交流会で 
生の声が聞ける 3 

インターンシップを通じて最大10日間の

就労体験が可能です。育児や家事と 

仕事の両立を就職決定前に体験すること

が可能です。 
 

インターンシップ 
で就労体験 

正社員での 

就職を目指したい！ 

フルタイムで 

実習生募集 

１５ 名 

女性の職場復帰を支援します！ 

週3日 
 4時間で 

子育てと両立しながら

仕事をしたい 

●説明会日程● 

4月19日(火)  

4月20日(水)  

4月22日(金） 

4月26日(火)  

4月28日(木)  

5月9日(月)  

 ※4/28はお子様連れ参加ＯＫ！      

13時30分～ 

10時～ 

13時30分～ 

13時30分～ 

10時～ 

10時～ 

 

 参加希望の方で上記説明会に出席 
 できない場合にはご相談ください。 

プログラム参加へのメリット 

http://wsy.city.yokohama.lg.jp/ 
「横浜市就職サポートセンター」は横浜市が株式会社パソナに 
 運営を委託しています。 

横浜市就職サポートセンター 

女性向けインターンシッププログラム  
横浜市就職サポートセンター 

平成28年度 第１期生募集！ 

0120-915-574 
【受付時間】平日9：00～17：30 

(祝日・年末年始を除く） 
みんなの数だけ、就職の がある。 



 
 
 

【開催場所】横浜市就職サポートセンター 
  

0120-915-574 
横浜市就職サポートセンター 

＜応募条件＞ キャリアブランクがあり再就職を希望する横浜市内在住の女性 

女性向けインターンシッププログラム概要  

募集要項  

キャリアブランクがあり再就職を希望する横浜市内在住の女性を対象としたインターンシッププログラムです。 
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事前予約制 

※インターンシップ期間中は 

 支援金(日額2000円/上限10日間)を 

 支給します。 

 また、センターの費用負担で 

 インターンシップ保険に加入します。 

「横浜市就職サポートセンター」は 
  横浜市が株式会社パソナに運営を委託しています。 

履歴書・職務経歴書の書き方 

キャリアブランクがある女性の 

座談会 

職種・業界研究／ 

ロールモデルによる講演 

ビシネスマナー研修／ 

就職活動へのマインドセット 

 
 
 
 
 

   
 
   
集
 
合
 
研
 
修 

面接シミュレーション 

ビジネス応対の基礎を再確認し 

就職活動に向けて、気持ちを切り替えます 

採用担当者が重視しているポイントを学び 

ご自身のアピールポイントを纏めましょう 

職種・業界に関する正しい理解をすることで 

ご自身のお仕事の可能性が広がります！ 

※希望者にはパソコンスキルアップ研修や、 

 自宅で経理の学習ができるe-learning講座のご案内もいたします。 

履歴書・職務経歴書の書き方 

キャリアブランクがある 
女性の座談会 

職種・業界研究／ 
ロールモデルによる講演 

ビシネスマナー研修／ 
就職活動へのマインドセット 

本番を想定した模擬面接を行い、 

就職活動に自信を持って望める準備をします 

15名（プログラム参加費用は無料です） 

平成28年4月4日(月)～5月9日(月) 
 

 

平成28年5月25日(水) 
 
 平成28年6月1日(水)以降 

 
※参加を御希望の方で上記プログラムに出席できない場合にはご相談ください 

募集人員 

申込受付期間 

マッチング交流会 

インターンシップ 

集合研修 平成28年5月16日(月)～20日(金)の5日間 

説明会 
お問合せ 
お申込先 

横浜市内の企業担当

者と直接会ってお話

を聞くことができる

交流会を開催。 

求職活動状況はお

ひとりおひとり違

います。 

参加した実習生の声 
ブランクが長く、以前の経験が活かされるのか、すぐ復
帰できるのかなど色々な不安がありましたが、同じよう
な思いでいるのは自分一人でない事を知って安心しまし

た。また、キャリアブランクの女性同士で話し合う事も
大きな励みになり、積極的な就職活動に取り組むことが
出来ました。        (30代女性／事務職で就職決定)         

同じ悩みを抱えた皆さんと一緒に、 
就職への“第一歩”を踏み出しましょう。 

「久しぶりに仕事を始めたいんだけど、 
                                  就職活動の仕方がわからない」 
「家事・育児と仕事をどう両立したらいいかわからない」 

インターンシップ先は 

横浜市内を中心とした企業。 

就業日数や時間はご希望に合わせて

ご相談下さい。 

 

 

 

横浜市「女性向けインターンシッププログラム」とは 

まずは、お電話にて

お申し込みください。 

事業説明後、個別に

就職活動状況をお伺

いします。 職場復帰に向けての不安や悩みを共有し 

働くことへの不安を少しずつ取り除きましょう 
※センターの総合判

断により、プログラ

ムの参加可否を決定

します。 

 

 

ＨＰなどだけでは分

からない企業の魅力

が伝わり、業種・職

種の理解も深まりま

す。 

個別のカウンセリ

ングを行い、就職

決定に向け、セン

ター事務局が万全

のフォローをいた

します。 

横浜市神奈川区鶴屋町 
2-23-2   
TSプラザビル16階  

パソナ内 


