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  「大阪わかものハローワーク」 

梅田、阪急グランドビルに 

２０１４年４月１日（火）オープン！ 

オープン記念イベント２週連続開催 

「働く」について考えるＷＥＥＫ 

わかハロ就職面接会ＷＥＥＫ 
 

 若者を巡る雇用失業情勢については、平成２１年より３年連続で増加していたフリーター数が、平成２

４年には前年度より４万人減少し、ピーク時の平成１５年より３７万人減の１８０万人となったものの、

依然として支援を要する若者が多数存在する状況にあります。 

 

また、「日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）」において「若者の活躍推進」が掲げられ、厚

生労働省では、「わかものハローワーク」を現在の３個所から２８個所に拡充し、新規学卒者の就職支援

と併せて、フリーター等の就職支援を若年者雇用対策の重要な柱と位置付けて取り組んでいるところです。 

 

大阪労働局では、フリーター等の正規雇用へ向けた取組みの

支援拠点として、平成２４年１０月あべのルシアスに設置した

「あべの・わかものハローワーク」に加えて、平成２６年４月

１日（火）に梅田、阪急グランドビルに若者のための就職支援

専門のハローワークとして、「大阪わかものハローワーク」を新

設することと致しました。 

 

府内ハローワークの「わかもの支援窓口」と、梅田と阿倍野の２箇所の「わかものハローワーク」でフ

リーター等の若年者の正規雇用に向けた支援を強力に推進してまいります。 

大阪労働局発表 

平成２６年３月２７日 

 

【照会先】 

大阪労働局職業安定課 

（直通電話）０６（４７９０）６３０２ 

大阪労働局 
Press Release 

 



     

１ 「大阪わかものハローワーク」の特色 

  有資格者（キャリアカウンセラー等）や企業の人事・労務経験のある専門スタッフが支援を行う「わ

かもの専門（概ね３５歳未満）」のハローワークです。 

 

２ 主な支援内容 

 ○わかハロガイダンス 

  初めて来られた方に施設のご案内、利用登録、就職活動を始めるにあたっての相談をします。 

 ○担当者制による個別支援（※１） 

  自己分析から、職業選択、応募書類の作成や、面接対策、就職後の定着支援まで、一人ひとりの状

況に合わせて担当者が就活プログラムを作成し、就職をサポートします。 

 ○わかハロセミナー 

  自己分析、業界研究、応募書類・面接対策などの就活の基本が学べます。 

 ○わかハロ就活クラブ（※２） 

  「就職」という同じ目標を持った仲間との情報交換の場です。グループワークやセミナーを通じて、

みんなで「就職」を目指します。 

 ○わかハロ面接会 

  若者の採用に積極的な企業との面接会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ オープン記念イベント（当施設内で開催） 

 ○「働く」について考えるＷＥＥK 

  いろいろな角度から「働く」について考えてみよう！人生の先輩から就職活動中の若者にエールを送

ります。各回１４：００～１５：３０。定員５０名。（参加無料・要予約） 

   

  

 

 

○わかハロ就職面接会ＷＥＥＫ 

  ５日間連続開催。「未経験者を一から育てます！」という企業が集結します。（予約不要） 

   開催期間 ４／７（月）～４／１１（金）  

開催時間 各日１４：００～１６：３０ 

参加企業 ２５社（各日５社×５日間）※参加企業については下記ホームページにて公開予定。 

 

４ 所在地等 

 利 用 時 間  10：00～18：30（月～金）10：00～18：00（土）日・祝・年末年始休み 

所  在  地  大阪市北区角田町８－４７阪急グランドビル１８Ｆ  

電    話  06-7709-9470 

 ホームページ  http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kanren/owh/ 

  

【参考】あべの・わかものハローワークの実績  

（※１）実績その① ３，６００人以上の方が就職！ 

平成２４年１０月の開設以降、延べ約６４，０００人の方が来所。 

個別支援等の各種支援により約３，６００人の方が就職。 

（※２）実績その② わかもの就活倶楽部の就職者数 

    あべの・わかものハローワークのグループワークの名称は「わかもの就活倶楽部」。 

平成２５年度は計７クールの開催。参加者の内約６割の方が就職。 

【ゲスト講師】４／２（水）大阪学院大学 教授  國定 浩一 氏 

４／３（木）芥川賞作家      津村 記久子 氏 

４／４（金）輝建設㈱ 代表取締役 小原 公輝 氏 



 

大阪わかものハローワーク 

はじまる 

 

「働く」について考える！ 

 

 

２０１４．４．１．ＴＵＥ 

平成２６年４月２日（水）１４：００～１５：３０ 

大阪学院大学 教授 國定 浩一 氏 

★日本経済・関西経済が専門分野。熱狂的な

阪神タイガースファン。読売テレビ「あさパ

ラ！」等マスメディアに多数出演中。 

【定員：５０名・要予約】 

平成２６年４月４日（金）１４：００～１５：３０ 

輝建設株式会社 

   代表取締役 小原 公輝 氏 

★手がけた家屋等は100軒以上。古民家再生

を通して地球環境や自然・伝統について考え

る。     【定員：５０名・要予約】 

いろいろな角度から「働く」について、考えてみよう！ 

人生の先輩が就職活動中の若者にエールを送ります☆ 

【対象者：学生及び概ね３５歳未満の就職活動中の方】 

平成２６年４月３日（木）１４：００～１５：３０ 

芥川賞作家  津村 記久子 氏 

★2009 年「ポトスライムの舟」で芥川賞受賞。

その他数々の賞を受賞。2012 年に専業作家

となるまで会社員として勤務。 

【定員：５０名・要予約】 

『大阪わかハロ』トコトン活用術  

～大阪わかハロゆるキャラが語る 

      みんなの就職体験記～ 

平成２６年４月１日（火） 

    １４：００～１５：３０ 

【定員：５０名・要予約】 

 

各セミナーのご予約・お問い合わせ先 

大阪わかものハローワーク 

（～3/31まで大阪キャリアアップハローワーク） 

☎０６－７７０９－９４７０ 

大阪市北区角田町 8-47 

阪急グランドビル 18階 

 

各セミナー終了後、ご希望の方に 

大阪わかものハローワーク登録会・就活相談会を開催します！ 

平成 26年度予算事業 



 

http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kanren/owh/ 

 

【阪急グランドビル内関連施設】 
 

大阪新卒応援ハローワーク 
大阪市北区角田町 8-47 阪急グランドビル 18 階 

TEL ０６－７７０９－９４５５ 

FAX ０６－７７０９－９４５８ 
（利用時間） １０：００～１８：３０（月～金） 

                １０：００～１８：００（土） ※日・休祝日・年末年始休み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日時】 平成２６年４月７日（月）～４月１１日（金） 

各日 １４：００～１６：３０ （各日受付 １３：３０～） 

 

    【場所】大阪わかものハローワーク（旧大阪キャリアアップハローワーク） 
（大阪市北区角田町８－４７ 阪急グランドビル１８階） 

 

    【参加企業数】各日 5社参加予定（5 日間で 25 社参加予定） 

 
※参加企業については、大阪わかものハローワーク内及びホームページにて 

公開予定（３月３１日までは大阪キャリアアップハローワーク） 

 

    【対象者】概ね３５歳未満の就職活動中の方 

        ★今春大学等卒業の方、未経験者、フリーター歓迎！ 
    （平成２７年３月大学等卒業予定の方も応募可能な求人が一部あります。） 

 

    【携行品】ハローワークカード、履歴書（複数枚）、参加票 
 

 

 

当事業は平成２６年度予算に基づくものです         

   

                                                            

『わかハロ就職面接会』参加票 

【氏   名】  

 

【求職番号】 

 

※応募にはハローワークの登録が必要です。登録したことがない方は、スタッフまでお尋ね下さい。 

 

未経験者を一から育てます！という企業が集結します！！ 
 



                    

 

 

http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kanren/owh/ 

【阪急グランドビル内関連施設】 
 

大阪新卒応援ハローワーク 
大阪市北区角田町 8-47 阪急グランドビル 18 階 

TEL ０６－７７０９－９４５５ 

FAX ０６－７７０９－９４５８ 
（利用時間） １０：００～１８：３０（月～金） 

                １０：００～１８：００（土） ※日・休祝日・年末年始休み 





 



     

 

 

 

（参考）フリーター数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料出所：総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」  

（注１）  フリーターの定義は、15～34 歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、以下の者の合計。 

１ 雇用者のうち｢パート・アルバイト｣の者 

２ 完全失業者のうち探している仕事の形態が｢パート・アルバイト」の者  

３ 非労働力人口で、家事も通学もしていない「その他」の者のうち就業内定しておらず、希望する仕事の形態が「パート・ア

ルバイト」の者 

（注２）〔 〕を付した平成 23 年の数値は、東日本大震災により調査が困難となった 3 月から 8 月までを補完推計した参考値について、

平成 22 年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値。 
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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１３．６％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 1,399 1,754 25.4
製造業 3,948 4,261 7.9
運輸業、郵便業 1,605 1,787 11.3
卸売業、小売業 1,872 2,080 11.1
学術研究、専門・技術サービス業 256 247 ▲ 3.5
宿泊業、飲食サービス業 822 996 21.2
生活関連サービス業、娯楽業 1,040 1,216 16.9
医療・福祉 1,337 1,624 21.5
サービス業(他に分類されないもの） 906 986 8.8
公務、その他 604 710 17.5
計 13,789 15,661 13.6

 

    （人） 

 

 

平成２6 年３月高校卒業予定者対象の求人受理状況（２月末現在）は、 
 

 

求人件数    ４,９００件。前年度に比べて  １５．２％の増加。（前年同期４,２５２件） 

 

求人数    １５,６６１人。前年度に比べて  １３．６％の増加。（前年同期１３,７８９人） 

 

求人倍率     ２．１０倍。前年度に比べて   ０．２７Ｐの増加。（前年同期１．８３倍）  

 

就職内定率    ９４．５％。前年度に比べて    ０．２P の増加。 （前年同期９４．３％） 


