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働かなくちゃ。そう思ったとき、 

立ちはだかるのは、これまでの自分だった。

「今更遅くない ?」「こんな自分で働ける ?」 

考え始めるとモヤモヤしてしまって、足がすくむ。

サボってたかもしれない。出遅れたかもしれない。

 でも、過去の自分は、“全部” 悪かったのだろうか。

モヤモヤがあるということは、

 心のどこかに「こうなりたい」があるということ。

過去の自分の、歩みを受け入れるために。

 今の自分が、一歩ふみだすために。

 自分の良さをふりかえろう。

恥ずかしくて小さな、でも勇気を出した一歩をふみだせば、

今がちょっとだけ変化するはず。

ふりかえり、ふみだす。その歩みを、共に。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しがジョブパーク
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「私たち ( しがジョブパーク )」と、「利用者 ( 求職者 )」と、「企業 ( 就職先 )」が
一つの輪になって、 「滋賀の仕事を支えるサークルをつくる」をイメージしたデザイン。

サークル形にすることで、切れ目ない支援と、「はたらく」には始まりも終わりもない、
社会の循環であることをメッセージとしました。

パークの “主役” である求職者を赤色に。それを迎え入れるようにして、企業を黄色、
しがジョブパークを青色で表現しています。

「ふりかえり、ふみだす。」を表現すべく、 「過去」と、「今」と、「未来」の自分がつながり
新たな未来へ一歩踏み出すイメージにも受け取れるように、 三人の人が手をつないでいる
モチーフを採用いたしました。
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ご飯を食べてから求人情報を調べたり、

セミナーの後で買い物に行ってみたり。

就職活動はそれぐらい気軽でも良いはず。

生活の延長線でちょっと” はたらくこと” を考える、

しがジョブパークがそのきっかけになれば幸いです。

しがジョブパークのある、草津駅周辺は

その利便性とアクセスの良さから、

滋賀県の中でも住みやすい地域として

知られています。

東海道と中山道の分岐・合流点の宿場として

繁栄した草津市は、電車／高速道路／国道 1号等の

主要交通網が市域を通っており、大津市に次ぐ人口を

有しています。駅前には百貨店や多くの飲食店、

大型ショッピングモールもあり、

遊びに来るにも買い物に来るにも便利です。
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滋賀新卒応援ハローワーク

滋賀県地域若者
サポートステーション
          　　　　　　　　　（TEL 077-563-0366）

滋賀わかもの支援コーナー

相談（本人および保護者）、職場体験、交流サロン
（セミナーなど）、彦根等サテライトでの相談など
「就職準備支援」を行っています。（一定期間無業の若者

が対象／職業的自立を支援）

就職支援ナビゲーター（希望により担当制）による個別

支援、職業相談・紹介、求人情報の提供、職場定着支援

などを行っています。

就職支援ナビゲーター（希望により担当制）による個

別支援、職業相談・紹介、求人情報の提供、求人開拓・

採用情報収集、就活セミナー、企業マッチング面談会

などを行っています。
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キャリア
カウンセリングコーナー

人材確保支援 (TEL 077-561-0007)

滋賀県内の企業を対象に、採用力向上セミナーや、

人事同士の情報交換会を開催。また企業訪問も行

い、求職者の目線に立った提案や助言を行います。

キャリア相談のプロが、就職活動をするために必要
な、 これまでの働き方の棚卸しや、今後の働き方を
考える手助けをします。“はたらく” に悩んでいる
なら、まずこちらをご利用下さい。
※オンライン相談にも対応しています。

地域若者サポートステーション事業は、( 特非 ) 就労ネットワーク滋賀が
滋賀労働局・滋賀県の委 託を受けて実施しています。

若年者地域連携事業事務局
若年者の就職に係る広報、UIJ ターン就職に係る支援、

企業の採用力向上セミナーや大学との情報交流会の

開催、高校生のための職場見学、求職者に対する模擬

面接、就職内定者に対する講習会、県内教育機関等と

の連携などを行っています。

若年者地域連携事業は、株式会社東京リーガルマインドが滋賀労働局の
委託を受けて実施しています。

就職氷河期世代支援
（３５歳～５５歳未満の就職氷河期世代の方が対象）

専門のカウンセリング相談（キャリアカウンセリングコーナー）やセミ
ナー、インターンシップのマッチングを実施しています。

予約相談、氷河期限定／氷河期歓迎求人の提供、個別求人開拓、ファイ
ナンシャルプランナーや臨床心理士による相談、職業訓練情報の提供な
どを行っています。

しが就職氷河期世代サポートコーナー（ハローワーク草津）
（TEL 077-563-0350)

就職氷河期世代活躍支援（滋賀県労働雇用政策課）

ここに来れば、最新の
求人情報が手に入るんだ！

まずは “はたらく”のプロに

相談してみるのもいいかも。

担当制だと安心して

相談できるね！

要予約要予約

要予約要予約

求職者だけじゃなくて、

採用担当者も相談できるんだ！

事業一覧
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P7
若者未来塾（就職セミナー）
知らないことを知ることが、就職活動の最初の一歩です。 

就業スキルに関する基礎講座や、みんなで楽しく話しな

がら学びあう発展講座を開講しています。

講座情報はこちらから！▶▶▶ https://miraijuku.jp/

「プロの入り口に一歩踏み出す」ことのできる体験型プログラムを実施する
ことによって、企業と学生等とのマッチングを図ります。

求職者の目線に立った企画で、知らなかった県内企業と出会えたり、
新しい発見があるイベントを開催します。

UIJ ターン希望者が、滋賀で就職をするサポートを実施。
滋賀の企業の魅力が伝わるイベントの開催や、情報の発信を行います。

しがプロインターン

合同企業説明会／就職面接会

就業体験（UIJ ターン）

その他就職活動に関わるイベント開催

ホームページから
申し込みもできるよ！

まずは
　ここ！

フリースペースもあるから、
その場で応募書類が書けるね！

若い人だけじゃなくて、
いろんな人が使えるんだね！

セミナーや最新情報を配信します。
右の QR からお友達登録をして
チェックしてね！



15．定着支援

14．就職面接会（説明会）

13．模擬面接

12．インターンシップ

11．人材確保相談 ※企業対象

10．サポステ相談・支援プログラム

9．臨床心理士相談

8．職業適性検査　　（キャリア・インサイト）

7．職業相談・職業紹介

6．就職氷河期世代支援

4．企業マッチング面談会 

3．セミナー（若者未来塾等）

2．メール配信

1．求人情報の提供

就職された後においても、職場の人間関係や労働条件などの困りごとの相談
を受けることができます。

新卒・既卒・若年の方を対象とした就職面接会（説明会）を年数回開催して
います。企業・事業所と直接話すことができる貴重な機会です。

面接に不安のある方は、模擬面接を受けることができます。（必要に応じて
求人票、応募書類をご持参ください。）

学生：夏季・冬季のインターンシップイベントに参加いただけます。
企業：インターンシップの受け入れやプログラム作成等を支援します。

県内企業を対象に、人材確保に係る提案や助言を行うほか、
助成金等の情報を提供します。

働くことに不安を抱えている方対象の職場体験・セミナー・就職相談などの
” 就職準備” 支援が受けられます。

就職活動をしていてストレスや悩みを抱えている方を対象に、臨床心理士の
カウンセリングを受けることができます。

どんな仕事がむいているのかなど、興味や適性をパソコンを使って診断、解説・
カウンセリングを受けることができます。

就職 (転職 )相談・応募書類の添削・求人の相談等の個別支援、
およびハローワーク求人の紹介を受けることができます。

35歳～55 歳未満の就職氷河期世代を対象に、
カウンセリング相談やセミナー、インターンシップを実施しています。

就職活動に役立つ各種セミナーを受けることができます。
申込みは、専用ホームページ・窓口・電話等にて受け付けています。

企業から直接、会社の説明や求人内容などを聞くことができます。

就職面接会、セミナー、求人などの情報をメールで受け取ることができます。

全国のハローワークで受理した求人情報を検索できます。
またインターネットで必要な情報を調べることができます。
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しがジョブパークでできること

パークを構成する要素 滋賀の“はたらく”を応援するいろんな人たちがあつまっています

要予約要予約

要予約要予約

要予約要予約

要予約要予約

5．キャリアカウンセリング 就活の進め方、応募書類の添削、自己分析、面接対策など就職活動全般に
関する相談ができます。

要予約要予約
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しがジョブパーク ご利用案内

▼公式ホームページ Twitterアカウント
@shigajobpark

〒525-0025 草津市西渋川一丁目 1-14 行岡第一ビル 4F

TEL：077-563-0301
開所時間｜9:00～17:00　月曜日～金曜日
※祝日・年末年始除く　
※土曜日はキャリアカウンセリングコーナーのみ運営
※お問い合わせはホームページのフォームから受け付けております

受託企業：株式会社いろあわせ　マンガ：吉本ユータヌキ

しがジョブパーク

https://shigajobpark.jp/


