平成２９年度

職場訪問型職業体験のご案内

１

目的
生活衛生関係営業の職場を体験することにより、職業観の向上を通じて若年層に対す
る関係営業への就業を促進するととともに、業界の後継者育成に資することを目的とす
る。
２ 職場訪問を受け入れる業種
次の４業種の営業施設で実施する。
① 理容業 ② 美容業 ③ 旅館・ホテル業 ④ クリーニング業
３ 職業体験の対象者
中学生及び高校生（学年は問わない）
４ 実施要領
（１）申込期間
平成２９年４月１日～
（２）実施期間
平成２９年４月～平成３０年２月
（３）職場訪問を受け入れる営業施設
・別表１を参照
・このほかにも受入可能な施設が県下全域にあるのでご相談下さい。
（４）職業体験概要
・１日の体験時間は２～８時間で１回当たり１～５日間。
・１回の受入人数は１～５人以内
・職業体験の内容は受入営業施設が計画し、学校と協議して決定
５ 申込先
（公財）大分県生活衛生営業指導センター
ＴＥＬ：０９７－５３７－４８５８
ＦＡＸ：０９７－５３３－２１１７
６ 申込方法
別紙の申込用紙に必要事項を記入のうえ、（公財）大分県生活衛生営業指導センター
あてにＦＡＸ送信する。

別表１ 職業体験受入営業施設リスト
業種
美容

名称
Terminal
ZAP HAIR
ビューティーサロンマコ
ミリオン美容室
MORE 美容室
美容室 BiBi
美容室 べっぴん
ピンク美容室
アンジェリング
ウルー
オリジナル
ヘアー ココカシェット
クリア
ファイン
ユニオンヘアー

クリー
ニング

理容

ファイン
いく美容室
スター美容室
シバ美容室
（資）玉屋クリーニング
商会
扇屋クリーニング
渡辺クリーニング店
ヘアーサロン ヒデ
ヘアーショップ G-O
LOVER’ HAIR 敷戸店
カットハウス・にしき
ヘアサロン・ハイライト
カットサロン・マツオ
ヘアーサロン・レオン
ヘアーサロン・満月
Hair step グロウ
Basic h-air
ヘアーサロン・ナルミ
ﾍｱｰｻﾛﾝ・トレビアン
カットハウス・なるみ
らぽ～るフジナミ
カットハウス・マインド
コワフール タナカ

所在地
大分市府内町３－７－２６
大分市府内町２－１－２０
グラムビル ２階
大分市羽田２組１A
大分市勢家町４－６－２６
大分市永興 4 組 4
メゾン南大分１F102 号
大分市田中町１１－１
佐伯市城南町２３－３６
別府市石垣東４－４－３６
別府市石垣東２－８－１８
別府市荘園 1 組―３
別府市緑ヶ丘１－２コーポ一葉
１F
別府市楠町７－５
別府市石垣東２－５－８
別府市青山町１０－３１
別府市石垣東１－６－１７
大野ビル １F
別府市上人仲町４－８
豊後高田市大字御玉４－１
宇佐市大字大塚６９２－２
日田市丸山１－４－１２
別府市亀川浜田町３２組

代表者名
伊藤 清隆
渡辺 陽子

電話番号
097-514-5963
097-536-6337

羽田野正子
平野 邦子
中村 朱美

097-568-9128
097-532-5756
097-543-9007

黒田 照義
小野 勉
後藤研一郎
堀 秀美
森 朱美
北村 範夫

097-547-2345
0972-24-3321
0977-24-3166
0977-23-5577
0977-26-0791
0977-23-2522

田中
水口
森永
塩山

多加子
誠
倫代
信二郎

0977-21-0852
0977-26-1854
0977-24-3876
0977-73-4858

松隈
小野
佐瀬
曽根
村井

敏彰
郁子
トキコ
徳弘
浩

0977-66-7986
0978-22-3433
0978-32-0366
0973-22-4776
0977-66-0181

豊後大野市大野町後田２０５２
－２
豊後高田市是永町４９９－１
大分市萩原３－１２－４４
大分市中津留２－１－１
大分市鴛野１０６５－１
大分市錦町２－１３－１３
大分市碩田町３－３－２９
大分市中央町４－２－２５
大分市南春日１０－１１
大分市高尾台２－１－１
大分市大道町４－１－２
大分市椎迫５－４
大分市畑中１－３
大分市古国府９－A
大分市大字市４０－７
大分市賀来南２－７－２
大分市小池原１－１１－２
大分市賀来新川４組

高橋 靖司

0974-34-3166

渡辺
荻本
植木
雪野
後藤
雪野
松尾
甲斐
山内
田中
松尾
鳴海
瓜生
鳴海
藤並
内野
田中

0978-22-2840
097-551-3856
097-556-2964
097-569-1776
097-532-8521
097-534-3846
097-532-3874
097-543-0053
097-546-0099
097-545-8800
097-543-5414
097-544-3816
097-546-3335
097-541-1234
097-549-1245
097-556-7018
097-549-5588

賢一
秀典
俊文
雅稔
辰巳
敞資
勉司
弘堂
繁樹
孝士
浩智
勝
薫
慎吾
喜徳朗
邦広
孝士

役割分担
（１）(公財)大分県生活衛生営業指導センター
① 事業の企画立案及び実施に関する関係大分県生活衛生同業組合との調整
② 教育委員会等学校関係機関への受入営業施設の紹介と調整
③ 職業体験教室の実績の取りまとめ
④ ホームページ等を通じての受入営業施設名の掲載など事業の広報
（２）関係大分県生活衛生同業組合
① 組合員である営業施設に対する職業体験教室の受入要請
② 要請に応じた受入営業施設の取りまとめと(公財)大分県生活衛生営業指導センタ
ーへの報告
③ 受入営業施設からの実績報告の取りまとめ
（３）受入営業施設
① 学校との職業体験教室に関する日時等の調整
② 職業体験教室の実施状況について、関係大分県生活衛生同業組合への報告（受入
営業施設名、参加人数、体験日時
（４）私学関係機関・教育庁・学校
① 私学関係機関と教育庁は各学校への情報提供
② 職場訪問を希望する学校は（公財）大分県生活衛生営業指導センターに申込み手
続きを行う。
③ 受入施設が決まった後に、学校と施設が打ち合わせをして詳細を決定。

職場訪問型職業体験事業実施フロー
①（公財）大分県生活衛生営業指導センターから私学振興・青少年課、義務教育課、高校
教育課等への実施要領の案内

②

私学振興・青少年課、義務教育課、高校教育課等から各学校への周知

③

職場訪問を希望する各学校から（公財）大分県生活衛生営業指導センターに申込書を
提出

④

（公財）大分県生活衛生営業指導センターから関係する組合事務局に職場訪問希望の
連絡

⑤

組合事務局から希望のあった校区内の営業施設に連絡して受入先を決定。
組合事務局は受入先営業施設名を（公財）大分県生活衛生営業指導センターに報告

⑥

受入先の営業施設は学校に連絡して日時、人数等の調整を行ったのちに職場訪問を受
け入れる。

