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高校生合同求人説明会開催 

建設業・介護業の業界体験・研究コーナー同時開催！ 
～平成２７年３月高等学校卒業予定者対象～ 

 

大阪における新規高等学校卒業予定者を対象とした求人数（９月末現在）は１９，１８３件と、前年同月比

で４０．０％上昇しているものの内定を得ていない高校生は多数存在しています。 

このような状況を踏まえ、大阪労働局（局長 中沖 剛）では、「平成２７年３月高等学校卒業予定者合同求人説

明会」を開催することといたしました。 

当日は、若者の採用・育成に積極的で詳細な企業情報・採用情報を公表する「若者応援企業」を中心とした

１１０社の企業が大阪・難波に集結し、直接企業から会社概要等の説明を受けることができ、求人内容のほか、

より詳細な会社概要や採用担当者・先輩社員からのメッセージ、企業が求める人材像等の情報を「若者応援企

業PRコーナー」にて閲覧することができます。 

さらに、建設業界及び介護業界の仕事を体験できる「業界体験・研究コーナー」を初めて同時開催し、体験

等を通じて、職業に対する理解を深めることができます。他には、就職にあたっての心構えや労働法の基礎知

識の習得、職業に対する興味等の発見を目的とした各種セミナー、職業についての全般的な相談を行う「就職

なんでも相談コーナー」を設けて一人でも多くの高校生が早期に内定を得るためのきっかけづくりを行います。 

 

１ 開催日時 平成２６年１１月１１日（火） 正午から午後４時 

２ 開催場所 大阪府立体育会館 

３ 参加企業 １１０社 

４ 対 象 者 平成２７年３月高等学校卒業予定者 

５ 主  催 厚生労働省、大阪労働局、ハローワーク、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、堺市教育委 

員会、一般社団法人大阪府雇用開発協会 

６ 協  力 大阪府、大阪新卒者等就職・採用応援本部（大阪労働局・近畿経済産業局・大阪府・大阪市・

堺市・（公社）関西経済連合会・連合大阪・関西学生就職指導研究会・大阪府高等学校進路指

導研究会・（一社）大阪府専修学校各種学校連合会）、大阪雇用対策会議（大阪労働局、近畿

経済産業局、大阪府、大阪市、堺市、（公社）関西経済連合会、大阪商工会議所、連合大阪）

大阪市域労働ネットワーク、（社福）大阪府社会福祉事業団、関西鉄筋工業協同組合、近畿ダ

クト工事業協同組合、若年者地域連携事業（大阪労働協会・パソナ共同企業体） 

７ 参加方法 生徒の参加は、学校担当者へ連絡の上、会場に直接来場（別添リーフレット参照） 

 

 

 

大阪労働局発表 

平成２６年１０月３０日（木） 

 

【照会先】 

大阪労働局職業安定部職業安定課 

（直通電話）  ０６（４７９０）６３０２ 
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◎報道関係者への対応について 

報道関係者は総合案内にて受付してください。 

自社腕章の着用をお願いいたします。 

学生・事業主個人が特定されることのないよう撮影願います。 

（学生・事業主の顔については撮影不可。声についても収録後、消去もしくは編集すること。） 

会場駐車場は有料です。（付近での待機・駐車はできません） 

 

上記に関わらず、現地担当者の指示があった場合にはこれに従ってください。 

なお、当日取材希望がある場合には、１１月１０日午後５時までに下記あてご連絡ください。 

事 務 局：大阪労働局職業安定部職業安定課（溝畑、小川、安川） 

電話番号：０６－４７９０－６３０２ 

 



平成２７年３月高等学校卒業予定者 

 合同求人説明会のご案内 

開催日時：平成２６年１１月１１日（火） 
       １２：００～１６：００（開場１１：００） 
 

開催場所：大阪府立体育会館 第１競技場 （右地図参照） 
 

アクセス：地下鉄各線なんば駅 ５番出口から南へ３５０ｍ 
 
 参加予定企業は１１０社！一度にたくさんの会社説明を聞ける良い機会です。 

 求人票では分からない人事担当者の生の声を聞いてみよう！ 
 

１ 企業説明コーナー（１１０社参加予定） 

   参加企業の人事担当者から会社の説明や求人内容の話が聞けます。 

   面接ではないので気軽に参加できます。知りたい事を聞けるチャンスです。 

２ 業界体験・研究コーナー 
   介護業界、建設業界のお仕事体験等を通じて、職業に対する理解を深めることができます。 

   ①介護業界 ②建設業界（各コース先着１０名）※詳細は別途お知らせします。 

３ 適性発見セミナー 
   専門のカウンセラーが適性や職業興味のチェックをします。 

   自分に向いている仕事探しのお手伝いをします。 

   職種に迷っている人はぜひご参加下さい。 

４ 就職なんでも相談コーナー 

   就職活動や仕事に関する疑問など、仕事探しの専門家がご相談に応じます。 

５ 就職ガイダンス 

   働くことについての心構えから仕事に関する情報などを広くお話します。 

６ 知って役立つ労働法セミナー 

   就職活動において最も重要な雇用契約について、とくに契約期間、労働時間、賃金、 

   退職や解雇を中心に、ぜひ知っておいてほしい知識を中心に分かりやすく解説します。 

７ 若者応援企業ＰＲコーナー 

   参加企業のうち「若者応援企業」をピックアップ。会場内でチェックしよう！ 

【主催】厚生労働省、大阪労働局、ハローワーク、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、堺市教育委員会、一般社団法人大阪府雇用開発協会 
【協力】大阪府、大阪新卒者等就職・採用応援本部、大阪雇用対策会議、大阪市域労働ネットワーク、 

    社会福祉法人大阪府社会福祉事業団、関西鉄筋工業協同組合、近畿ダクト工事業協同組合、若年者地域連携事業                              

★ 就職しようか、進学しようか悩む… 

★ どんな仕事が自分に合うんだろう？ 

★ 希望職種が決められない！ 

★ 面接って苦手！ 

合同求人説明会は、就職に不安を抱えている高校３年生の皆様に 
就職活動等に役立つ様々なメニューを用意しております。 
ぜひ積極的なご参加をお願いします！ 



大阪府立体育会館 

大阪府立体育会館 
住 所 大阪市浪速区難波中３－４－３６ 
ＴＥＬ ０６－６６３１－０１２１ 
 
地下鉄各線なんば駅５番出口から３５０ｍ 
近鉄難波駅から６００ｍ 
南海難波駅南出口から２５０ｍ 
ＪＲなんば駅から８００ｍ 

平成２７年３月高等学校卒業予定者 

合同求人説明会のご案内 
  高校生を取り巻く就職環境は回復傾向にあるものの、依然として在校中に内定が得られず就職活動を
途中で中断する者や、内定を得られないまま卒業する者が少なからず存在しており、希望者全員が就職

内定を得ることができるよう支援を行っていく必要があります。 

 このような状況を踏まえ、生徒の就職応募機会の拡大及びより適切な就職の促進を図り、在校中に一

人でも多くの生徒が内定を得ることができるよう、教育行政及び労働行政が連携し、下記のとおり、合同

求人説明会を開催する運びとなりました。 

 

進路指導担当者の皆様方におかれましては、上記開催の趣旨をご理解頂き、 

生徒への当該合同求人説明会の周知、誘導につきましてご協力くださいますようお願いいたします。 

 

開 催 日 時：  平成２６年１１月１１日（火）  

           １２：００から１６：００まで （開場：１１：００） 

開 催 場 所：  大阪府立体育会館 第１競技場（下図参照） 

参加企業数 ： １１０社（予定）  

対象者： 平成２７年３月高等学校卒業予定者 

主   催： 厚生労働省、大阪労働局、ハローワーク（公共職業安定所）、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、 

        堺市教育委員会、一般社団法人大阪府雇用開発協会 

協   力： 大阪府、大阪新卒者就職応援本部、 

            大阪雇用対策会議、大阪市域労働ネットワーク、 

        社会福祉法人大阪府社会福祉事業団、 

       関西鉄筋工業協同組合、 

       近畿ダクト工事業協同組合、 

             若年者地域連携事業 

入退場自由 
 

持ち物：筆記用具 



  

   昨年度        の 方が 

             当該合同求人説明会に参加しています！ 
 

 ※この他にも、「参加してよかった」という意見をたくさん頂いております！！ 

（※昨年アンケートより抜粋） 

進路指導担当教員 参加生徒 

求人票だけではわからな
い内容を企業の担当者か
ら直接聞けて、とても分
かりやすかったです。 

少しでも生徒に就職応募の
機会が作れました。 
生徒にとっても勉強になっ
てよかったです。 

1,408 

１ 企業説明コーナー【１１０社参加予定】 
  参加企業の人事担当者から面談希望の生徒に対して、個別に企業の概要や求人内容 

  等の説明を行います。 

 

２ 業界体験・研究コーナー 
  介護業界、建設業界のお仕事体験等を通じて、職業に対する理解を深めることができます。 

  ①介護業界 ②建設業界（各コース先着１０名）※詳細は別途お知らせ致します。 

 

３ 適性発見セミナー 
  専門カウンセラーが適性や職業興味のチェックをします。 

  自分に向いている仕事探しのお手伝いをします。 

 

４ 就職なんでも相談コーナー 
  就職活動に関すること、求人内容など、ハローワークの職員が個別相談に応じます。 

 

５ 就職ガイダンス 
  働くことについての心構えから、仕事に関する情報など広く聞くことができます。 

 

６ 知って役立つ労働法セミナー 
  就職活動において最も重要な雇用契約について、とくに契約期間、労働時間、賃金、退職 

  や解雇を中心に、知っておいてほしい知識を中心に分かりやすく解説します。 

 

７ 若者応援企業ＰＲコーナー 
  参加企業のうち若者応援企業をピックアップしてご紹介。当日会場でチェックしまょう。  

 

昨年ご参加頂いた方からの声 



 

   

 

平成２７年３月高校卒業予定者対象 

求人の受理状況について 
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○求人数は昨年度と比較し全体として ４０．０％の増加となっている。 

   

 
 

    （人） 

 
 

 

平成26年3月卒 平成27年3月卒 　　増　　減

1,489 2,108 41.6%

3,829 5,279 37.9%

1,649 2,291 38.9%

1,682 2,429 44.4%

219 286 30.6%

868 1,126 29.7%

1,138 2,225 95.5%

1,435 1,735 20.9%

835 1,121 34.3%

556 583 4.9%

13,700 19,183 40.0%合   計

建設業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

公務、その他

生活関連サービス業、娯楽業

医療・福祉

サービス業（他に分類されないもの）

製造業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業
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平成２７年３月高校卒業予定者対象の求人受理状況（９月末現在）は、 
 

求人件数   ５，２７０件。前年度に比べて   ３３.１％の増加。 （前年同期 ３，９６０件） 

求人数   １９，１８３人。前年度に比べて   ４０.０％の増加。 （前年同期１３，７００人） 

求人倍率      ２.３６倍。前年度に比べて   ０.６５Ｐの増加。 （前年同期  １.７１倍） 

就職内定率     ５５.7％。前年度に比べて   ８.４Ｐの増加。  （前年同期  ４７.３％） 

  


