
平成２３年３月高校新卒者の就職内定状況等（平成 22年 11 月末現在）について

奈良労働局では、平成２２年１１月末現在における平成２３年３月卒業予定の高校新卒

者の求人・求職・就職内定状況を取りまとめました。その概要等は次のとおりです。

※ 本調査は学校・公共職業安定所の紹介を希望する生徒の状況を取りまとめたものです。

卒業までに１人でも多くの未内定者の就職を決定するための就職支援としては、以下を

参照願います。

・別紙１「「卒業前の集中支援」の実施について」

・別紙２「新卒者向け就職面接会を近畿内１４会場で集中開催」

奈 良 労 働 局 発 表

平成２３年１月２１日

日

奈良労働局職業安定部職業安定課

課 長 富山 惠正

課長補佐 仙波 俊和

TEL 0742-32-0208（内線 361,362)

担

当

〔高校新卒者〕（別表参照）

(1) 就職内定者数は８８０人（前年同期を３．９％上回る）であり、就職内定率

は７０．５％で、前年同期を３．１ポイント下回る。就職内定率を男女別に見

ると、男子は７４．６％（前年同期を３．９ポイント下回る）、女子は６３．

９％（前年同期を２．７ポイント下回る）。

(2) 求人数は１，１８５人で、前年同期に比べ７．９％増加。

(3) 求職者数は１，２４８人で、前年同期に比べ８．４％増加。

(4) 求人倍率は０．９５倍となり、前年同期と同ポイント。



７月末 ９月末 １０月末 １１月末 １月末 ３月末

求 人 数 人 1,229 1,428 1,535 1,578 1,643 1,652

（％） (44.8) (33.2) (27.2) (27.4) (25.3) (25.3)

求 職 者 数 人 1,393 1,382 1,368 1,349 1,356 1,305

（％） (6.7) (10.0) (6.9) (5.6) (7.4) (8.9)

就職内定者数 人 *** 822 984 1,042 1,170 1,251

（％） *** (16.9) (16.0) (11.6) (15.0) (11.4)

求 人 倍 率 倍 0.88 1.03 1.12 1.17 1.21 1.27

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (0.23) (0.18) (0.18) (0.20) (0.17) (0.17)

就 職 内 定 率 ％ *** 59.5 71.9 77.2 86.3 95.9
(ﾎﾟｲﾝﾄ) *** (3.5) (5.7) (4.2) (5.7) (2.1)

人 1,446 1,601 1,705 1,718 1,738 1,747

（％） (17.7) (12.1) (11.1) (8.9) (5.8) (5.8)

人 1,391 1,417 1,409 1,414 1,396 1,344

（％） (▲ 0.1) (2.5) (3.0) (4.8) (2.9) (3.0)

人 *** 896 1,064 1,128 1,217 1,289

（％） *** (9.0) (8.1) (8.3) (4.0) (3.0)

倍 1.04 1.13 1.21 1.21 1.24 1.30

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (0.16) (0.10) (0.09) (0.04) (0.03) (0.03)

％ *** 63.2 75.5 79.8 87.2 95.9
(ﾎﾟｲﾝﾄ) *** (3.8) (3.6) (2.5) (0.9) (0.0)

人 1,574 1,673 1,692 1,721 1,737 1,738

（％） (8.9) (4.5) (▲ 0.8) (0.2) (▲ 0.1) (▲ 0.5)

人 1,502 1,418 1,411 1,371 1,329 1,383

（％） *** (0.1) (0.1) (▲ 3.0) (▲ 4.8) (2.9)

人 *** 900 1,045 1,121 1,163 1,298

（％） *** (0.4) (▲ 1.8) (▲ 0.6) (▲ 4.4) (0.7)

倍 1.05 1.18 1.20 1.26 1.31 1.26

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (0.01) (0.05) (▲ 0.01) (0.05) (0.07) (▲ 0.04)

％ *** 63.5 74.1 81.8 87.5 93.9
(ﾎﾟｲﾝﾄ) *** (0.2) (▲ 1.5) (2.0) (0.3) (▲ 2.1)

人 931 1,025 1,054 1,098 1,146 1,166

（％） (▲ 40.9) (▲ 38.7) (▲ 37.7) (▲ 36.2) (▲ 34.0) (▲ 32.9)

人 1,246 1,212 1,188 1,151 1,181 1,148

（％） (▲ 17.0) (▲ 14.5) (▲ 15.8) (▲ 16.0) (▲ 11.1) (▲ 17.0)

人 *** 622 777 847 975 1,055

（％） *** (▲ 30.9) (▲ 25.6) (▲ 24.4) (▲ 16.2) (▲ 18.7)

倍 0.75 0.85 0.89 0.95 0.97 1.02

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 0.30) (▲ 0.33) (▲ 0.31) (▲ 0.31) (▲ 0.34) (▲ 0.24)

％ *** 51.3 65.4 73.6 82.6 91.9
(ﾎﾟｲﾝﾄ) *** (▲ 12.2) (▲ 8.7) (▲ 8.2) (▲ 4.9) (▲ 1.9)

人 828 1,022 1,144 1,185

（％） (▲ 11.1) (▲ 0.3) (8.5) (7.9)

人 1,483 1,511 1,271 1,248

（％） (19.0) (24.7) (7.0) (8.4)

人 *** 585 755 880

（％） *** (▲ 5.9) (▲ 2.8) (3.9)

倍 0.56 0.68 0.90 0.95

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 0.19) (▲ 0.17) (0.01) (0)

％ *** 38.7 59.4 70.5
(ﾎﾟｲﾝﾄ) *** (▲ 12.6) (▲ 6.0) (▲ 3.1)
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平成２３年３月大学等新卒者の就職内定状況等（平成２２年１１月末現在）について

奈良労働局では、平成２２年１１月末現在における、平成２３年３月大学等新卒者の就

職内定状況を取りまとめました。その概要等は次のとおりです（別表参照）。

（参考）

卒業予定者

就職希望者 就職内定者

４年生大学 ５，７６１名 ４，０８８名 ２，０７７名

短 期 大 学 ６０９名 ５０１名 ２４１名

高等専門学校 ２０３名 ７８名 ７７名

合計 ６，５７３名 ４，６６７名 ２，３９５名

※この調査は、奈良労働局管内の１１大学・５短期大学・１高等専門学校が 3月末の学生からの報告等により把握している内定状

況等を取りまとめたものです。本調査は大学等の協力により可能な範囲で把握した数字を取りまとめており、報告のない学生や連

絡のとれない学生などは未内定として計上している場合があります。なお、厚生労働省及び文部科学省が公表している「大学等卒

業予定者の就職内定状況調査」は抽出調査として実施しており、調査時点ごとに、電話・面接等の方法により抽出した学生全員に

対して学校を通じて内定状況を確認した結果であり、調査方法等が異なることから、この調査と直接数値を比較できるものではあ

りません。

卒業までに１人でも多くの未内定者の就職を決定するための就職支援としては、以下を参

照願います。

・別紙１「「卒業前の集中支援」の実施について」

・別紙２「新卒者向け就職面接会を近畿内１４会場で集中開催」

奈 良 労 働 局 発 表

平成２３年１月２１日

日

奈良労働局職業安定部職業安定課

課 長 富山 惠正

課長補佐 仙波 俊和

TEL 0742-32-0208（内線 361,362)

担

当

(１） 大学の就職内定率は５０．８％で、前年同期を４．４ポイント下回る。男女

別にみると、男子は４９．４％（前年同期を３．９ポイント下回る）、女子は

５２．４％（前年同期を５．１ポイント下回る）。

(２) 短期大学の就職内定率は４８．１％で、前年同期を１．９ポイント下回る。

男女別に見ると、男子は１５．０％（前年同期を１０．０ポイント下回る）、

女子は５１．０％（前年同期を１．４ポイント下回る）。

(３) 高等専門学校の就職内定率は９８．７％で、前年同期を１．３ポイント下回

る。男女別に見ると、男子は９８．５％（前年同期を１．５ポイント下回る）、

女子は１００．０％（前年同期と同ポイント）。



奈良労働局

１１月末 １月末 ３月末
％ 54.7 65.1 83.3

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 9.0) (▲ 5.5) (▲ 1.1)

％ 51.4 59.9 85.0

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 3.3) (▲ 5.2) (1.7)

％ 55.9 68.8 90.9

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (4.5) (8.9) (5.9)

％ 61.3 71.5 90.6

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (5.4) (2.7) (▲ 0.3)

％ 67.0 77.6 89.2

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (5.7) (6.1) (▲ 1.4)

％ 68.1 76.5 93.7

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (2.1) (▲ 1.1) (4.5)

％ 69.6 78.1 89.4

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (1.5) (1.6) (▲ 4.3)

％ 55.2 69.4 85.2

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 14.4) (▲ 8.7) (▲ 4.2)

％ 50.8

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 4.4)

１１月末 １月末 ３月末
％ 42.2 60.2 88.1

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 6.2) (▲ 1.1) (0.4)

％ 41.3 61.5 85.9

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 0.9) (1.3) (▲ 2.2)

％ 42.8 64.1 88.8

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (1.5) (2.6) (2.9)

％ 51.6 73.2 92.3

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (8.8) (9.1) (3.5)

％ 56.9 78.4 94.8

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (5.3) (5.2) (2.5)

％ 65.1 81.7 94.4

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (8.2) (3.3) (▲ 0.4)

％ 53.0 75.7 91.7

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 12.1) (▲ 6.0) (▲ 3.1)

％ 50.0 67.7 89.5

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 3.0) (▲ 8.0) (▲ 2.2)

％ 48.1

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 1.9)

※短大については、

１１月末 １月末 ３月末
％ 98.8 100.0 100.0

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (12.0) (0.0) (0.0)

％ 97.9 100.0 100.0

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 0.9) (0.0) (0.0)

％ 93.2 97.3 98.6

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 4.7) (▲ 2.7) (▲ 1.4)

％ 100.0 100.0 100.0

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (6.8) (2.7) (1.4)

％ 95.2 98.8 100.0

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 4.8) (▲ 1.2) (0.0)

％ 100.0 100.0 100.0

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (4.8) (1.2) (0.0)

％ 93.3 94.3 97.7

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 6.7) (▲ 5.7) (▲ 2.3)

％ 100.0 100.0 100.0

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (6.7) (5.7) (2.3)

％ 98.7

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 1.3)

※高専については、

１１月末 １月末 ３月末
％ 53.1 64.9 84.6

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 7.5) (▲ 4.1) (▲ 0.8)

％ 50.5 61.1 85.6

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 2.6) (▲ 3.8) (1.0)

％ 54.1 68.4 90.6

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (3.6) (7.3) (5.0)

％ 60.4 72.3 91.0

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (6.3) (3.9) (0.4)

％ 65.9 78.0 90.2

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (5.5) (5.7) (▲ 0.8)

％ 68.4 77.4 93.9

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (3.3) (▲ 0.6) (3.7)

％ 68.2 78.1 89.9

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 0.2) (0.7) (▲ 4.0)

％ 55.3 69.7 85.9

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 12.9) (▲ 8.4) (▲ 4.0)

％ 51.3

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 4.0)

平成22年３卒

平成22年３卒

平成22年３卒

平成22年３卒

平成２３年３卒は５校 について調査

平成２３年３卒は１校 について調査

平成23年３卒

※大学については、
平成１５年３卒～平成１６年３卒は７校 平成１７年３卒は１０校 平成１８年３卒は１１校
平成１９年３卒は１２校 平成２０年３卒～は１１校 について調査

短

大

大学等（大学・短大・高専）の就職内定率の推移

※下段（ ）内は前年比
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平成21年３卒

平成23年３卒

平成23年３卒

合
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平成15年３卒
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厚生労働省・文部科学省連携 「卒業前の集中支援」の実施について
新規大学卒業予定者等の就職環境が非常に厳しいことを踏まえ、厚生労働省及び文部科学省は、１人でも多くの方が卒
業までに就職が決定するよう、未内定者を対象に「卒業前の集中支援」に取り組みます。これらの取組の徹底により、
最終内定率（平成23年４月１日時点）が過去最悪とならないよう全力を尽くして支援を行います。

既卒者のための
奨励金の活用

ジョブサポーターに
よる個別支援の徹底

キャリアカウンセラー
とジョブサポーター

との連携推進

「経済対策」等により創設した卒業後３年以内の既卒者を採用した事業主への奨励金の対
象者を拡充、未内定者の採用機会を増やします。（平成23年２月１日より）

「経済対策」等により創設した「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」、「既卒者育成支援奨励金」、「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励
金」は、既卒者（既に卒業した方）を対象にしていますが、平成22年度限りの措置として、２月１日より、卒業年次の未内定者（卒業前の方）も前
倒しで対象とし、未内定者の採用機会を増やします。（ご利用に当たっては事前にハローワークにご相談ください。）

「経済対策」等により倍増配置したジョブサポーターが、未内定者に対し、個別に求人情
報の提供などを行います。

「経済対策」等により倍増配置（平成22年度当初928人→2,003人、新卒応援ハローワーク等に配置）したジョブサポーターを活用し、未内定者に
対し、それぞれに合った求人情報の提供（上記の奨励金対象求人も活用）や面接会への参加勧奨を行うとともに、就職活動についての個別相談を行い
ます。

大学等に配置したキャリアカウンセラーと新卒応援ハローワークのジョブサポーターの連
携を進めます。

大学等に配置したキャリアカウンセラーと新卒応援ハローワークのジョブサポーターとの連携を進め、キャリアカウンセラーの要請による求人情報提
供・求人開拓を実施する等、一体となって未内定者の就職を支援します。

その他
大都市圏での土曜日の特別相談、未内定者の保護者への働きかけ、
中小・中堅企業を中心とした就職面接会の追加開催、などを行います。

未内定者の相談機会を拡げるために、大学等が集中する東京、大阪、名古屋において、平成23年２月から３月の土曜日にサタデー特別相談を実施し
ます。また、未内定者の保護者に対する新卒応援ハローワークの利用勧奨などの働きかけ、中小・中堅企業を中心とした就職面接会（平成23年1月
18日から3月末までに、大学生向け133回（昨年103回）、高校生向け116回（昨年106回））を行います。

（
別

紙
１

）



大都市圏における土曜日（平成23年２月５日～３月２６日）の
『サタデー特別相談』の実施について

東京 大阪 名古屋

１ 実施施設
・ハローワーク品川庁舎
・東京都港区港南２－５－１２
品川ＮＢＳビル
・TEL ０３－３４５０－８６３７

２ 開催時間
１０：００～１７：００

３ 支援対象者
大学卒業予定者・既卒者

４ 支援内容
・お仕事探しの相談・求人情報
の提供
・応募書類の添削、面接の対策
・就職ミニ面接会
（毎土曜を予定。参加企業２～３社）

１ 実施施設
・愛知新卒応援ハローワーク
・〒４６０－０００８
・名古屋市中区栄四丁目１番１号

中日ビル１２階

・ TEL ０５２ー２６４－０７０１

２ 開催時間
１０：００～１７：００

３ 支援対象者
大学等卒業予定者・既卒者

４ 支援内容
・お仕事探しの相談・求人情報
の提供
・応募書類の添削、面接の対策

※２月１９日は臨時閉庁

１ 実施施設
・大阪新卒応援ハローワーク

（大阪学生職業センター）
・大阪市中央区南船場３－４－２６
出水ナガホリビル９Ｆ
・ TEL ０６－４９６３－４７０３

２ 開催時間
１０：００～１８：００

３ 支援対象者
大学等卒業予定者・既卒者

４ 支援内容
・お仕事探しの相談・求人情報提供
・応募書類の添削、面接の対策
・学生等の希望に応じた個別求人

開拓専用相談窓口の設置
※２～３月以外も土曜日開庁を実施
※２月１２日は臨時閉庁

（照会先）

東京新卒応援ハローワーク
ＴＥＬ ０３－３５８９－８６０９

大阪新卒応援ハローワーク（照会先）
ＴＥＬ ０６－４９６３－４７０３

大阪労働局職業安定部職業安定課
（若年者雇用対策係）

ＴＥＬ ０６－４７９０－６３０２

（照会先）

愛知新卒応援ハローワーク
ＴＥＬ ０５２－２６４－０７０１
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（別紙２）

新卒者向け就職面接会を近畿内１４会場で集中開催

～新卒者の就職状況が非常に厳しいことから、近畿の各新卒応援ハロー

ワークが中心となり、年度末に向けて就職面接会を集中的に開催します～

厚生労働省・各都道府県労働局・ハローワークでは、将来の産業及び社会を担う新

卒者等の就職の実現を図るため、全国各地に設置した新卒応援ハローワークを中心に、

きめ細かな就職支援を集中的に実施しているところですが、「平成２２年度大学等卒

業予定者の就職状況調査（平成２２年１２月１日現在）」において、前回調査時（平

成２２年１０月１日現在）同様に平成２３年３月大学等卒業予定者の就職内定率が過

去最低の水準にとどまっているという結果となったことから、ジョブサポーターによ

る個別支援の強化や大都市圏における相談機会の拡充などの未内定者の早期就職実現

に向けた「卒業前の集中支援」を全国一斉に実施することとしました。（資料①）

近畿２府４県の労働局・新卒応援ハローワークでは昨年１１月末から１２月にかけ

て近畿４会場で就職面接会（大卒等就職面接会シリーズ：２３６社・２，７９４人が

参加）を開催したところですが、今回の結果を受け、府県などの関係機関とも連携し

「新卒等就職面接会シリーズ～就活ネバーギブアップ宣言！～」（資料②）として、

別表のとおり３月末までに近畿内１４会場（参加予定企業数約４７０社）で就職面接

会を集中的に開催します。

これらの取組を通じて、平成２３年３月新規学校卒業予定者及び未就職卒業者（既

卒３年以内）等、仕事をお探しの方が年度末までに就職内定を獲得できるよう全力で

支援します。



資料①

具体的な内容等は、開催労働局のホームページでご確認ください。

高 大 既 その他

1 1月26日 福祉職deあいフェア
奈良ロイヤルホテル
（奈良市法華寺町）

３９社 奈良 ○ ○ 一般求職者

2 1月26日 阪神地区新規大卒者等企業説明会
西宮市大学交流センター
（西宮市北口町）

６社 兵庫 ○ ○

3 1月28日 マザーズ＆既卒者サポート面接会
パークスタワー
（大阪市浪速区難波中）

２０社 大阪 ○

4 2月8日
第２回適職発見フェア☆京都２０１０
若年者向け合同企業説明会

京都テルサ
（京都市南区下殿田町）

３７社 京都 ○ ○
概ね３４歳以下
の若年求職者

5 2月9日 滋賀学生・若年者就職フェア２０１１
クサツエストピアホテル
（草津市西大路）

６０社 滋賀 ○ ○
概ね３４歳以下
の若年求職者

6 2月14日
第２回平成２３年３月新規高等学校
卒業予定者合同求人説明会

難波御堂筋ホール
（大阪市中央区難波）

２０社 大阪 ○

7 2月16日 学卒未内定者等就職面接会
かじやの里メッセ三木
（三木市福井）

１５社 兵庫 ○ ○

8 2月17日 阪神地域若年者就職面接会
尼崎市中小企業センター
（尼崎市昭和通）

２５社 兵庫 ○ ○ ○
概ね３９歳以下
の若年求職者

9 2月22日 学研都市就職フェア
けいはんなプラザ
（相楽郡精華町）

２０社
京都
奈良

○ ○ 一般求職者

10 2月23日
ワークフェスタ２０１１
合同就職面接会

ホテルグランヴィア和歌山
（和歌山市友田町）

６５社 和歌山 ○ ○ ○ 一般求職者

11 2月24日
第２回就職先発見！
大学生等就職面接会

マリアージュグランデ
（京都市南区八条烏丸）

３５社 京都 ○ ○

12 3月2日 ２０１０ＪＯＢフェアin播磨ＴＨＩＲＤ
加古川プラザホテル
（加古川市加古川町）

３０社 兵庫 ○ ○ ○
概ね３９歳以下
の若年求職者

13 3月3日 ラストスパート！就職面接会
京都テルサ
（京都市南区下殿田町）

４０社 京都 ○ ○
概ね３４歳以下
の若年求職者

14 3月3日 新卒応援ハローワーク合同就職面接会 神戸市内ホテル ５０社 兵庫 ○ ○

（※）対象者
高：平成２３年３月高等学校卒業予定者
大：平成２３年３月大学等（注）卒業予定者 （注）大学等：大学（院）、短期大学、高等専修学校、専修学校、公共職業能力開発施設等
既：未就職卒業者（平成２０年３月以降大学等卒業者）

新卒等就職面接会シリーズ ～就活ネバーギブアップ宣言～

（平成２３年１月１８日現在）

対象者（※）
開催日 労働局名称

開催場所
（所在地）

企業数
【予定】
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近畿 労働局・新卒応援ハローワーク提供

就活ネバーギブアップ宣言！
新卒等就職面接会シリーズ新卒等就職面接会シリーズ

就活ネバーギブアップ宣言！

新社会人 駅

詳しくは 検索奈良労働局

滋賀労働局・京都労働局・大阪労働局・兵庫労働局・奈良労働局・和歌山労働局

新社会人行き

福祉職deあいフェア

大阪労働局和歌山労働局

日　程：平成２３年１月２６日
会　場：奈良ロイヤルホテル
場　所：奈良市法華寺町

阪神地区新規大卒者等企業説明会

大阪労働局
和歌山労働局

日　程：平成２３年
１月２６日

会　場：西宮市大学
交流センター

場　所：西宮市北口
町

滋賀学生・若年者就職フェア２０１１

大阪労働局京都労働局

日　程：平成２３年２月９日

会　場：クサツエストピアホ
テル

場　所：草津市西大路 学卒未内定者等就職面接会

兵庫労働局
大阪労働局

日　程：平成２３年２月１６日会　場：かじやの里メッセ三木場　所：三木市福井

マザーズ＆既卒者
サポート面接会

京都労働局奈良労働局

日　程：平成２３年１月２８日

会　場：パークスタワー

場　所：大阪市浪速区難波中

第２回就職先発見！
大学生等就職面接会

和歌山労働局兵庫労働局

日　程：平成２３年２月２４日
会　場：マリアージュグランデ
場　所：京都市南区八条烏丸

ラストスパート！就職面接会

兵庫労働局新社会人駅

日　程：平成２３年３月３日
会　場：京都テルサ
場　所：京都市南区下殿田町

２０１０ ＪＯＢフェア

in 北播磨ＴＨＩＲＤ

京都労働局兵庫労働局
京都労働局

日　程：平成２３年３月２日

会　場：加古川プラザホテル

場　所：加古川市加古川町

新卒応援ハローワーク

合同就職面接会

兵庫労働局新社会人駅

日　程：平成２３年３月３日

会　場：神戸市内ホテル

場　所：

第２回適職発見フェア☆京都２０１０
若年者向け合同企業説明会

滋賀労働局大阪労働局

日　程：平成２３年２月８日
会　場：京都テルサ
場　所：京都市南区下殿田町

第２回平成２３年３月新規
高等学校卒業予定者合同求人説明会

兵庫労働局滋賀労働局

日　程：平成２３年２月１４日
会　場：難波御堂筋ホール
場　所：大阪市中央区難波

学研都市就職フェア

和歌山労働局 兵庫労働局

日　程：平成２３年２月２２日会　場：けいはんなプラザ
場　所：相楽郡精華町

阪神地域若年就職面接会

兵庫労働局

日　程：平成２３年２月１７日
会　場：尼崎市中小企業センター
場　所：尼崎市昭和通

京都労働局
奈良労働局

ワークフェスタ２０１１
合同就職面接会

京都労働局

日　程：平成２３年２月２３日

会　場：ホテルグランヴィア和歌山

場　所：和歌山市友田町

京都労働局
奈良労働局

伝言板
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等就職
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約470社
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　で日
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！
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う

未就職

Winning Ticket

新社会人新卒応援ハローワーク
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