
仕事のこと、生活のこと、その他さまざまな悩みについて、
担当員と面談し、問題を整理しながら、一緒に改善・解決の方法を考えます。

育児との両立制度・セミナー情報就職・転職
仕事が見つからない
適職や経験を生かしたい

子どもがいるため、
外に働きに出られない

各種支援制度や、就職のための
セミナー等について知りたい

わっくわあくでは、現場で働く感覚を身につけることを目的とした
『職業体験実習』も行っています。自分に合った仕事探しや、
今後の就職活動のステップアップとして、ぜひご相談ください。

実習への申込みは、
「わっくわあく」に

相談・登録が
必要です。

※奨励金の支給には、一定の要件があります。
※適切な職業体験実習が行われていなかったことが明らかになった場合は奨励金は支払われず、すでに

支払った奨励金については、返還していただく場合があります。
※実習や保険（傷害･賠償）の費用についてご負担はありませんが、交通費や昼食代は自己負担となります。
※お申込みをいただいても、ご希望に沿えない場合もありますので、予めご了承ください。

職業体験実習の期間
1 ～ 4 日
5 ～ 9 日

10 ～ 14 日
15 ～ 19 日

20 日

職業体験実習奨励金の額
0 円

20,000 円
50,000 円
80,000 円

100,000 円

職業体験実習は、県内の事業所で実際に仕事を体験し、
業務内容などについて理解を深めます。全カリキュラムを終了した
実習生には、日数や時間に応じて奨励金が支給されます。

職業体験実習  参加者募集！職業体験実習  参加者募集！職業体験実習  参加者募集！

お仕事に関すること、まずはお気軽にご相談ください

ご利用
無料

就労支援相談センター

わっくわあく

2012 年 6 月にオープン以来、「わっくわあく」へ相談に訪れた方
409 人中、188 人が就職しました（1月16日現在）

2012 年 6 月にオープン以来、「わっくわあく」へ相談に訪れた方
469 人中、239 人が就職しました（6 月30 日現在）

就労支援相談センター「わっくわあく」は仙台市とパーソナルサポートセンターが協働で実施している事業です

（予約受付時間／ 9：30 ～ 17：00）

※駐車場はございません。近隣の駐車場をご利用ください。
※なるべく公共の交通機関をご利用ください。

平日 9：30～16：00
※12：00～13：00は昼休み、土日・祝日・年末年始を除く

〒980-0802  宮城県仙台市青葉区二日町 6-6
シャンボール青葉２階

【市バス･宮交バス】  県庁･市役所前  徒歩２分
【市営地下鉄】　　　勾当台公園駅  徒歩３分
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就労支援相談センター
わっくわあく

一般社団法人 パーソナルサポートセンター
就労支援相談センター「わっくわあく」

電話予約
はこちら

相談は事前予約制です。来所の際は事前に電話予約をお願いします。



求人情報
就労支援相談センター「わっくわあく」（ＰＳＣ就労支援部）と提携する特定非営利
活動法人「ワンファミリー仙台」が、求人情報をお届けします。
※特定非営利活動法人「ワンファミリー仙台」無料職業紹介事業（許可番号０４－ム－３０００１０）

わっくわあく

宮城野区中野運送・配送
大型ダンプ車（10ｔ）にて宮城県内
一円へ、砂利、砕石、残土、廃材等の
運搬業務

給　　与／月給 210,000 円
＋賞与
※各種業務手当有

勤務時間／8:30 ～ 17:00　　　　
時間外なし　　　　　　
休憩時間：60 分

休日･休暇／日曜・祝日・その他（会社
カレンダーによる）

加入保険／雇用、労災、健康、厚生
免許･資格／大型自動車運転免許

●正社員

仙台オート輸送 株式会社

岩沼市（仙台空港付近）土木作業員
メガソーラー関連土木工事
給　　与／日給 8,000 円～ 10,000 円
勤務時間／8:00 ～ 17:00

（現場都合による変更有）
時間外なし
休憩時間：60 分

休日･休暇／日曜・祝日・その他（会社
カレンダーによる）

加入保険／雇用、労災、健康、厚生
免許･資格／不問

●契約社員

川松土木サービス

※約３年間

青葉区錦町不動産営業
不動産の売買・賃貸の仲介・管理・
物件案内

給　　与／月給 180,000円～ 220,000円
+賞与+通勤手当（上限有）

勤務時間／① 8:30～ 18:00
② 9:00～ 17:00（土曜日）
時間外 月平均 10 時間
休憩時間：90 分

休日･休暇／日曜・祝日・その他（会社
カレンダーによる）

加入保険／雇用、労災、健康、厚生
免許･資格／普通自動車免許（AT 可）

●正社員

マックスホーム 株式会社

名取市堀内設備点検・検査
浄化槽の汲み取り（脂）、浄化槽点
検、水質検査、車両運搬等

給　　与／時給 1,000 円
+ 通勤手当 ( 上限有 )

勤務時間／8:00 ～ 15:00
時間外なし
休憩時間：60 分

休日･休暇／日曜、その他
加入保険／雇用、労災、健康、厚生
免許･資格／普通自動車免許（AT 可）

●パート

株式会社 フクベイフーズ

宮城野区新田東介護職員
短期入所（ショートステイ）２０
床での高齢者の方々への介護業務

給　　与／月給 164,000 円
+賞与+通勤手当（上限有）

勤務時間／①～④のシフト制
① 8:15 ～ 17:30
② 7:30 ～ 16:45
③ 16:30 ～ 9:30
④ 9:45 ～ 19:00
時間外なし、休憩時間：
75 分（③は 60 分）

休日･休暇／シフト制（週休二日）
加入保険／雇用、労災、健康、厚生
免許･資格／普通自動車免許（AT 可）
※6ヶ月の研修期間中、初任者研修を受講して
　頂き、正社員へ登用（研修費用は法人負担）

●準社員

医療法人社団 清山会

泉区上谷刈配達・配送
メール便配布
給　　与／時給 700 円

+ 通勤手当 ( 上限有 )
勤務時間／8:45 ～ 16:45（応相談）

時間外あり
休憩時間：60 分

休日･休暇／シフト制（週休二日）
加入保険／雇用、労災、健康、厚生
免許･資格／普通自動車免許

●パート

株式会社 アオバヤ

青葉区錦町調理補助
料理の盛り付け、食器洗浄、片付け、
清掃等

給　　与／時給 750 円
+ 通勤手当 ( 上限有 )

勤務時間／10:30 ～ 18:15
時間外なし
休憩時間：45 分

休日･休暇／シフト制（週休二日）
加入保険／雇用、労災、健康、厚生
免許･資格／不問

●パート

公立学校共済組合
仙台宿泊所 ホテル白萩

名取市堀内設備維持・管理
食品工場の設備維持・管理・修繕
給　　与／月給 220,000円～ 280,000円

+賞与+通勤手当（上限有）
勤務時間／8:30 ～ 17:45

時間外 月平均 20 時間
休憩時間：75 分

休日･休暇／シフト制（週休二日）
加入保険／雇用、労災、健康、厚生
免許･資格／普通自動車免許（通勤用)

●正社員

株式会社 フクベイフーズ

※求人募集が終了している場合がございます。
　あらかじめご了承ください。 
※ほかにも求人はあります。

（受付時間／平日 9：30～ 17：00）
お問い合わせ

（ワンファミリー仙台 求人担当）
０２２－３９５－６３６４
求人に関するお問い合わせ

０２２－３９５－６３２３
就職についてのご相談

一般社団法人 パーソナルサポートセンター　就労支援相談センター「わっくわあく」


