
農業 林業
林業への就業を目指している方（森林で働きたい方）に、仕

事の内容、就業までの流れ、雇用などの情報を提供し、就業

に関する相談を受け付けています。また、就業希望者を対象

に、林業に関する座学や実習を行う講習会の開催など、林業

への円滑な就業を支援します。

（公財）福岡県水源の森基金

 （福岡県林業労働力確保支援センター）/ ☎092-732-5450

福岡県農林水産部林業振興課/ ☎092-643-3537

新規就農を考えている方に、

就農までのステップや就農

相談会、各種研修制度、融資

制度から、人材を求める農業

法人等の求人情報まで、幅広

い情報を提供しています。ま

た、福岡県のサイトでは多く

の農業青年や女性農業者の

体験談も紹介されています。
http://www.f-suigen.or.jp/

漁業
漁業の種類や、漁法、漁場など、漁業に関する基本情報から

知ることができる、漁師になりたい方の相談窓口です。漁師

になるためのステップをはじめ、漁業就業セミナーやフェア、

支援制度、求人などの情報を提供しています。

窓口

福岡県農林水産部水産局水産振興課 / ☎092-643-3563窓口

窓口

HP

（公財）福岡県農業振興推進機構 / ☎092-716-8355

福岡県農林水産部経営技術支援課後継人材育成室 / ☎092-643-3495

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nougyousenne-h24.htmlHP

https://www.f-ap.org/HP

農林水産業で働く

地域支援の仕事

新しい仕事探しも、農林水産業への転職もしっかりサポート！

仕事サポート

起業をする

福岡県中小企業振興センター「福岡県よろず支援拠点」
移住後の創業・経営相談はお任せください！

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
会社を譲り受けたい方はご相談ください！

福岡県よろず支援拠点（福岡市） / ☎092-622-7809

https://yoroz.biz/

福岡よかとこビジネスプランコンテスト

福岡県農林漁業就業マッチングセンター

福岡県では、豊かな自然や充実した都市機能に恵まれており、生活やビジネ

スを充実させていくために最適な環境が整っています。新たな視点で、地域

の魅力や強みを活かすビジネスプラン、地域課題を解決するビジネスプラン

を考えませんか？福岡を元気にするビジネスプランをお待ちしています。

農林漁業での雇用就業希望者の円滑な就業に向けた支援を行っています。

HP

福岡県商工部新事業支援課 / ☎092-643-3591

https://fukuoka-yokatoko.biz/HP 福岡よかとこビジネスプランコンテスト 検 索

福岡県農業振興推進機構 検 索

福岡県水源の森基金 検 索

農業せんね福岡で 検 索

福岡 よろず支援 検 索

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター / ☎092-441-6922

https://www.f-hikitsugi.com/HP 福岡 事業引継ぎ 検 索

地域おこし協力隊として働く
都市地域から過疎地域等に移住した隊員たちが、自身の才能・能力を活かし、斬新な視点から地域

をおこす仕事をしています。県内の募集状況等は、各市町村のHPや福岡県移住・定住ポータルサイ

ト「福がお～かくらし」の「先輩移住者に聞く」からご覧いただけます。

福がお～かくらし

https://ijuu-teijuu.pref.fukuoka.lg.jp/municipalities/chiikiokoshi/HP

福岡県　地域おこし協力隊 検 索

窓口

窓口

窓口

ふくおかで農林漁業！就職応援サイト

https://f-nouringyo.jp/HP ふくおかで農林漁業 検 索

窓口

※二次審査参加者を対象に、起業に関する支援金を実施しています。詳しくは、当コンテストHPをご覧ください。
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［女性の就職相談窓口］

［ひとり親家庭のための就職相談窓口］

［専門職への就職相談窓口］

［中高年者、高齢者の就職相談窓口］

［若者の就職相談窓口］

福岡県若者就職支援センター
（おおむね39歳までの方が対象）

https://www.ssc-f.netHP

　福岡県内には14か所の「ハローワーク」があるほか、子育てをし

ながら就職を希望している方に対して、子ども連れで相談しやすい

環境を整備し、担当者制による職業相談、保育所などの情報提供、

仕事と子育ての両立がしやすい求人情報の提供などの支援を行

う「マザーズハローワーク・マザーズコーナー」があります。

　さらに、大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門

課程）を卒業予定の方、卒業後3年以内の方を対象とした「新卒応

援ハローワーク」や、おおむね35歳未満の方を対象とした「福岡わ

かものハローワーク」もあります。

　各ハローワークの連絡先等は福岡労働局のホームページから

ご確認ください。

■ハローワーク（福岡労働局）

福岡地域

北九州地域

筑後地域

筑豊地域

ハローワーク福岡中央
ハローワーク福岡東
ハローワーク福岡南
ハローワーク福岡西

マザーズハローワーク天神
ハローワーク福岡東  マザーズコーナー
ハローワーク福岡南  マザーズコーナー
ハローワーク福岡西  マザーズコーナー

福岡新卒応援ハローワーク

北九州新卒応援ハローワーク八幡

北九州新卒応援ハローワーク小倉

ハローワーク大牟田 新卒応援コーナー

ハローワーク久留米 新卒応援コーナー

ハローワーク飯塚 新卒応援コーナー
ハローワーク田川 新卒応援コーナー

マザーズハローワーク北九州
ハローワーク八幡  マザーズコーナー
ハローワーク行橋  マザーズコーナー

ハローワーク大牟田  マザーズコーナー

ハローワーク久留米  マザーズコーナー

ハローワーク飯塚  マザーズコーナー
ハローワーク直方  マザーズコーナー
ハローワーク田川  マザーズコーナー

ハローワーク八幡
ハローワーク小倉
ハローワーク行橋

ハローワーク大牟田
ハローワーク久留米
ハローワーク八女
ハローワーク朝倉

ハローワーク飯塚
ハローワーク直方
ハローワーク田川

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/HP

仕事を探す

（学校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、職業に就けずに悩んでいる

15～49歳までの方が対象）

就職を希望する子育て中の女性を対象に、就職相談から就職あっせんまで一貫し

た支援を行います。

福岡県若者就職支援センター 検 索

https://www.hataraku-mama.jp/HP 福岡県子育て女性就職支援センター 検 索

福岡県若者就職支援センター（福岡市） / ☎092‐720‐8830

北九州ブランチ（北九州市） / ☎093‐531‐4510

筑後ブランチ（久留米市） / ☎0942‐33‐4435

筑豊ブランチ（飯塚市） / ☎0948‐23‐1143

福岡エリア / ☎092‐725‐4034　　北九州エリア / ☎093‐533‐6637
筑後エリア/ ☎0942‐38‐7579　　　 筑豊エリア / ☎0948‐22‐1681

福岡県子育て女性就職支援センター

（ひとり親家庭の母・父や寡婦※の方が対象）
※寡婦とは、配偶者のいない方で、かつて母子家庭の母であった方

ひとり親サポートセンター

大都市圏の大企業などで豊富な経験を積んだ人材と、新たな事業展開を目指

す求人企業とのマッチングを支援します。

https://www.projinzai-fukuoka.jp/HP 福岡県プロ人材 検 索

福岡県プロフェッショナル人材センター

https://saposute.comHP

http://kitakyushu-saposute.comHP

https://chikugo-saposute.comHP

https://chikuhou-saposute.comHP

※メール相談・スカイプ相談も実施しています。

福岡県中高年就職支援センター
（おおむね40～64歳までの方が対象）

https://www.tsc-f.netHP 福岡県中高年就職支援センター 検 索

福岡労働局 検 索

福岡県中高年就職支援センター（福岡市） / ☎092‐292‐9250

福岡県70歳現役応援センター（おおむね60歳からの方が対象）

https://www.70-f.net /HP 福岡県70歳現役応援センター 検 索

福岡オフィス / ☎092‐432‐2577　   北九州オフィス/ ☎093‐513‐8188

久留米オフィス/ ☎0942‐36‐8355　 飯塚オフィス/ ☎0948‐21‐6032

若者サポートステーション

福岡若者サポートステーション（福岡市） / ☎092‐739‐3405

福岡県プロフェッショナル人材センター / ☎092‐622‐8822

https://www.fukuoka-kenboren.jp/support_about/HP ひとり親サポートセンター　福岡 検 索

春日センター（春日市） / ☎092-584-3931

飯塚ブランチ（飯塚市） / ☎0948-21-0390

久留米センター（久留米市） / ☎0942-32-1140

看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）のための無料職業紹介や現在働いていな

い方向けの復職研修を行っています。

https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/HP 福岡県ナースセンター 検 索

福岡県ナースセンター

福岡県ナースセンター / ☎092‐631‐1221

保育士資格をお持ちの方と保育施設とをつなぐサイトです。無料でご利用いただけ

ます。求人情報の検索や面接の申込みができる等、就職活動をより円滑に行えます。

 https://www.hoiku-fukuoka.jp/HP ほいく福岡 検 索

福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」

福岡県保育士就職支援センター / ☎092-582-7955

筑後若者サポートステーション（久留米市） / ☎0942‐30‐0087

福岡県 サポステ 検 索

筑豊若者サポートステーション（飯塚市） / ☎0948‐26‐6711

北九州若者サポートステーション（北九州市） / ☎093‐512‐1871

マザーズハローワーク / マザーズコーナー 新卒応援ハローワークハローワーク地域
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