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大阪労働局職業安定課 
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大阪労働局・ハローワークでは、未内定の学生・生徒が１人でも多く卒業までに就職できるよ

う、平成 2６年３月末までを集中支援期間として面接会等の若者向け就職応援イベントを続々実

施します。あなたに合う企業がきっと見つかる！！大阪労働局・ハローワークのイベントに是非

ご参加ください。 

 

 ２月２８日（金）フレッシュ＆わかもの就職面接会 
参加企業：８０社！！ 

場  所：マイドームおおさか ３階 

対 象 者：大学等卒業予定者、左記学校等を３年以内既卒者、 

３５歳未満の就職活動中の方 

当日のメニュー 
◆オープニングセミナー開催 

◆正社員を募集する企業と直接面接 

 

 ３月４日（火）「若者応援」就職面接会 in 淀川 
 ～ 阪神間ハローワークの初コラボ企画（淀川・池田・茨木・尼崎・西宮・伊丹）～ 

参加企業：若者応援企業２３社！！ 

場  所：淀川区役所 

対 象 者：大学等卒業予定者、３年以内既卒者、 

３５歳未満の就職活動中の方 

 

 ３月１２日（水）２０１４春 本気企業による本気の面接会 
    ～ハローワーク×ＯＳＡＫＡしごとフィールド初コラボ～ 

参加企業：１６社！！（予定） 

場  所：エルおおさか本館１０階 

対 象 者：大学等卒業予定者、３年以内既卒者、 

３５歳未満の就職活動中の方 

 
 レギュラーマッチングブースで 毎月約 40 社セッティング。 

～大阪新卒応援ハローワーク～ 
 大阪新卒応援ハローワークにある、新卒者等と正社員募集企業との出会いのブース（レギュ

ラーマッチングブース）では、企業の人事担当者が企業説明・面接に来ています。 

未内定から就職へ！今からスタートの方！個別の就職相談にいつでも応じます。 
  

★大阪新卒応援ハローワークでは、ホームページのほか、 

facebook で就職に役立つ情報を配信中！ 

 

 

就職応援イベント続々開催！！ 
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大阪労働局職業安定課 
平成２６年３月高校卒業予定者対象 

求人の受理状況について 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○求人数は昨年度と比較し全体として１３．９％の増加となっている。 
    

産業別の状況 平成２５年３月卒(人) 平成２６年３月卒(人)      増減（％）
建設業 1,375 1,741 26.6
製造業 3,912 4,217 7.8
運輸業、郵便業 1,599 1,779 11.3
卸売業、小売業 1,826 2,047 12.1
学術研究、専門・技術サービス業 255 247 ▲ 3.1
宿泊業、飲食サービス業 808 992 22.8
生活関連サービス業、娯楽業 1,030 1,212 17.7
医療・福祉 1,324 1,604 21.1
サービス業(他に分類されないもの） 885 968 9.4
公務、その他 599 700 16.9
計 13,613 15,507 13.9

 

    （人） 

 

 

平成２6 年３月高校卒業予定者対象の求人受理状況（１月末現在）は、 
 

 

求人件数    ４,８０５件。前年度に比べて  １６．０％の増加。（前年同期４,１４３件） 

 

求人数    １５,５０７人。前年度に比べて  １３．９％の増加。（前年同期１３,６１３人） 

 

求人倍率     ２．０３倍。前年度に比べて   ０．２６Ｐの増加。（前年同期１．７７倍）  

 

就職内定率    ８７．６％。前年度に比べて    ２．１P の増加。 （前年同期８５．５％） 







就職面接会

inよどがわ！

日 時 平成 年 月 日（火）

13:00～16:00

淀川区役所 ５階 特設会場

ハローワークの紹介状・ハローワークカード

26 3 4

大阪市淀川区十三東２丁目３番３号

（受付12:30～15:00）

社24

〜阪神間ハローワーク広域ネットワーク事業〜

（予定）

面接を受ける企業分の履歴書・筆記用具

〜阪神間ハローワーク広域ネットワーク事業〜

就職面接会

場 所

対 象 者

参加企業

携 ⾏ 品

の一般求職者・新規学卒者

参加

無料

入退場

自由

主 催：ハローワーク淀川・ハローワーク池田・ハローワーク茨木

ハローワーク尼崎・ハローワーク⻄宮・ハローワーク伊丹

共 催：淀川区役所

協 ⼒：淀川・池田・茨木各雇用開発協会、尼崎・⻄宮地区・伊丹地区各雇用対策協議会

※事前にハローワークで紹介状の交付を受けてください。
会場案内

３５歳未満

阪急「十三駅」から徒歩５分

会場へは公共交通機関をご利用ください。
※２月中旬に、ハローワークで参加企業の求人票を公開します。

（同時期に各ハローワークのホームページにもアップします。）

淀川区役所



初コラボ合同面接会初コラボ合同面接会× ×大阪東

【主催】OSAKA しごとフィールド　大阪労働局　ハローワーク　大阪府
【お問い合わせ】OSAKA しごとフィールド　http://shigotofield.jp

〒540-0031　大阪市中央区北浜東 3-14 エルおおさか　TEL：06-6910-3765
【月～金】9:00 ～ 20:00
【　土　】9:00 ～ 16:00
※日・祝・年末年始休Pasona group my Life my Future 共同企業体 本事業は、株式会社パソナ、株式会社パソナテック、株式会社パソナテキーラが、大阪府より委託され運営している事業です。

運営事業者 代表：株式会社パソナ

書類選考なし！

採用担当者と
　　　　直接あえる！！

２０１４春２０１４春

本気企業本気企業によるによる

本気本気のの面接会面接会
参加企業は

OSAKA し
ごとフィー

ルドのwe
bサイトで

随時公開中

13:00～17:00
2014.3.12(水)

エルおおさか本館10階
大阪市中央区北浜東3-14

【会場】

●京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ300m
●京阪・地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ500m
●地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より東へ1,200m
●JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ850m

受付：12:30～

【ご参加される方へ】
●　参加企業はOSAKA しごとフィールドのweb サイトで
　　ご確認ください。
●　履歴書、職務経歴書は複数部ご用意のうえ、ご参加く
　　ださい。
●　会場での飲食はご遠慮ください。

【対象】
34 歳以下の若者求職者を対象にしたイベントです。



【 個人情報の取扱い等に関する同意書 】 
 

ご登録手続きの前に、個人情報の取扱い等に関する下記事項をご確認ください。ご確認・同意いただいた場合は、文末に署名捺印をお願いいたします。 
●ご登録情報の取扱い 
１．利用目的について 

OSAKAしごとフィールド（以下、「OSF」といいます。受託運営：Pasona group my Life my Future共同企業体）にご提供ないし仮登録いただいた情報は、OSFにて利用します。 
また、OSFにご登録される場合、仮登録ないしご登録頂いた情報は、選考、登録・採用合否判定、人事労務管理、安全管理、紹介先若しくは紹介先になろうとする者へのスキ
ル・資格・経歴等の照会、業務請負・委託注文主への各種申請・報告等、OSFの各種情報(教育研修等)、資料の送付、提供に利用します。また、ＯＳＦにご登録される場合で紹
介のお仕事のご案内をご希望される方は、紹介における紹介先による選考に利用します。 

２．第三者提供について 
ご提供ないし仮登録いただいた情報は、委託元である大阪府及び大阪府が提供を希望する団体に提供することがあります。 

３．外部委託について 
教育研修をOSFが個人情報保護体制についてパソナの定める水準に達していると認める委託先に個人情報の委託を行う場合があります。 

４．個人情報提供の任意性について 
個人情報を提供していただくことは任意によるものです。ただし必要な個人情報を提供いただけない場合には、利用目的が適切に実施できない場合があることをご了承ください。 

５．開示請求、訂正、利用停止について 
個人情報保護法に基づく、開示、訂正、不正な利用・取得・第三者提供時等の利用停止等について 
OSF事務局が開示、訂正、利用停止等の対応を担当いたします。お申出があった場合は、ご本人確認とご請求内容等が必要になりますので、OSF所定の必要書類にご記入の上、
OSF事務局へお申出いただきます。また、次のいずれかに該当する場合には、開示、訂正、利用停止等の対象になりません。 
* 人事評価情報、人事考課結果、選考に関する情報、法令又はOSFの諸規則に違反する行為の調査に関わる情報。 
* その他、政令で定められている「個人情報の存否」が明らかになると本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある場合、又は公益その他の利益が害される
等に該当する個人情報。 

６．取得した個人情報の返却、破棄について 
OSFにご登録いただいた情報は、登録取り消し(ご本人の申告による場合なのか、その他OSFの登録取り消し決定によるかは問いません)に際し、又はその他でお申出があった場合
でも、OSFはご登録されたご本人及び第三者に、いかなる媒体によっても返却する義務を負いません。 
OSFにご登録を希望される場合で、OSFへの本登録に進まない仮登録情報は仮登録日から３ヵ月後に廃棄いたします。また、紹介における紹介先による選考に利用するためにいた
だいた履歴書・職務経歴書は、受領日から６ヶ月以内に廃棄し、いかなる媒体によっても返却いたしません。 

７．個人情報に関するお問合せ窓口について 
相談、苦情については、OSF事務局宛に文書でお申し出下さい。 
ＯＳＡＫＡしごとフィールドPasona group my Life my Future共同企業体 OSF事務局 
大阪府大阪市中央区北浜東3-14     E-MAIL：p.public@pasona.co.jp 
個人情報保護管理者  代表構成員 株式会社パソナ 取締役常務執行役員 

２０１４年 ３月 １２日 
                                      上記の内容につき、確認・同意いたします。 
                                                        
                                      住所 
    
 
 
                                      氏名 

西暦 19 年 月 日 （ 歳）
携帯：
自宅：

〒

（求職番号　 ）

（登録ハローワーク　 ）

電話番号

メールアドレス

性別

－

生年月日

現住所 最寄駅 　　　　　　　線　　　　　　　駅

無有

有

ハローワーク登録

（カナ） 登録番号

女男氏名

最終学歴 学部・学科 卒業・在学中・中退

無（登録番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　OSAKAしごとフィールド登録


