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報道関係者 各位
大阪府内初、
区役所内に開設 ！

平成 27 年
4 月 1 日（水）
オープン ！

企業支援の
充実！ ！
（ミ ニ面接会の
開催、等）

JR 東西線
「御幣島」駅
直 結 ！

西淀川区役所内に

『ハローワーク in 西淀川 しごと情報ひろば西淀川』
オープン！ ！
大阪労働局（局長：中沖 剛）では、大阪市西淀川区役所内にハローワークコーナーを設置し、国と
大阪市が一体となって、就職支援、企業の方への人材確保支援等を行い、住民サービスのさらなる
強化を目指します。開設に先立ち、３月１１日（水）～１３日（金）にプレオープンセミナーを開催し
ます！
１ 施設名称

ハローワーク in 西淀川 しごと情報ひろば西淀川
２ 設置場所

西淀川区役所 １階
大阪市西淀川区御幣島１－２－１０

３ 支援内容
・女性、中高年齢者の方を中心に、広く一般の求職者の方を対象にした職業相談・職業紹介
・企業説明会・面接会の開催等、企業の方への人材確保支援
など
※雇用保険関係業務、職業訓練関係業務、及び求人関係業務は取り扱っておりません。
４ 開庁時間
午前９時～午後５時３０分（月曜日～金曜日）

５ お問い合わせ
・ハローワーク梅田 企画部門
・西淀川区役所 生活支援担当

※土曜日・日曜日・休祝日・年末年始は休み

０６-６３４４-８６０９（５４＃）
０６-６４７８-９９７０

★プレオープンセミナー開催★

（ 場所 ： 西淀川区役所１階１０１号室

）

・平成２７年３月１１日（水）１４～１６時
人事担当者向け 「改正パートタイム労働法」 「キャリアアップ助成金」 セミナー
・平成２７年３月１２日（木）１４～１６時

「パートの得する働き方」 セミナー

・平成２７年３月１３日（金）１４～１６時

５５歳以上の方向け「生涯設計」 セミナー

※裏面に、その他の一体的実施施設の紹介があります。

～その他のハローワークと地方自治体が一体的に実施する職業紹介施設～

若年者、中高年齢者、障がい者等に対する就業支援
「ＯＳＡＫＡしごとフィールド 大阪東ハローワークコーナー」
大阪市中央区北浜東３－１４ エル・おおさか本館２Ｆ
０６-７６６９-９５７１
京阪本線・地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩３分

女性、３９歳までの若年者に対する就業支援
「さかいＪＯＢステーション 堺ハローワークコーナー」
堺市堺区中瓦町２－３－２４ 博愛ビル２Ｆ
０７２-３４０-２６０３
南海高野線「堺東」駅 西出口 より１００ｍ

「しごと情報ひろば天下茶屋 阿倍野ハローワークコーナー」
大阪市西成区岸里１－１－１０
０６-７６５５-５８７４
地下鉄堺筋線・南海電鉄「天下茶屋」駅 共用コンコース内

「しごと情報ひろばクレオ大阪西 梅田ハローワークコーナー」
大阪市此花区西九条６－１－２０ クレオ大阪西２Ｆ
０６-７６５５-２４６８
ＪＲ環状線・阪神西大阪線「西九条」駅 徒歩３分

※利用時間は施設により異なりますのでご注意ください。

※一体的実施施設とは…
ハローワークが行う無料職業紹介業務と、地方自治体が行う就労支援業務を、
ワンストップで一体的に実施する「国」と「地方自治体」の連携施設です。国と
地方自治体が、それぞれの強みを活かしながら、就職支援を実施しています。

平成２７年４月１日より、改正「パートタイム労働法」が施行されます。
法に沿った雇用管理を行っていただくため、改正法の内容等について
わかりやすく解説します。ぜひご参加ください。

開催日

平成２７年３月１１日(水)

時

間

１４時～１６時

場

所

西淀川区役所 １階１０１号室
大阪市西淀川区御幣島１－２－１０
JR 東西線「御幣島駅」１番出口すぐ

定

員

３０名(先着順・予約制)
※定員に達し次第締め切ります。

内

容

『改正パートタイム労働法について』
『キャリアアップ助成金について』

申

込

裏面参加票をご記入の上、
ハローワーク梅田事業所サービス第１部門へ
ご提出ください。(ＦＡＸ、お電話でも可)

問合せ

ハローワーク梅田 事業所サービス第１部門
TEL 06-6344-8609(部門コード 31#)
大阪市北区梅田 1-2-2
大阪駅前第２ビル 16 階
【平日 8:30～17:15】

ハローワーク in 西淀川

プレオープンセミナー

3 月１１日(水)人事担当者向け
『改正パートタイム労働法』
『キャリアアップ助成金』セミナー

参加申込書

≪お問い合わせ・申込先≫
ハローワーク梅田

事業所サービス第１部門

(大阪市北区梅田 1-2-2 大阪駅前第 2 ビル 16 階)

TEL

06-６３４４-８６０９(部門コード 31＃)

FAX

06-６３４６-３５２８
【平日

8:30～17:15】

事業所名
ご連絡先

TEL(

)

お名前

－
参加人数

名

※当参加票にご記入いただいた個人情報は、セミナー参加者の把握以外には使用いたしません。

日時

【西淀川区役所】

3 月 11 日(水)
14 時～16 時

場所

西淀川区役所

１階 101 号室

(大阪市西淀川区御幣島 1-2-10)
会場までのアクセス
JR 東西線「御幣島駅」１番出口すぐ

託児付き★

「パートの収入は配偶者の税金にどのように影響するのだろう？」
「働き出したら社会保険料はどう変わるの？」…など、就職した際の
税金と社会保険の疑問を解消するため、特定社会保険労務士の先生を
講師としてお招きしてセミナーを開催します！
託児付なので小さいお子様連れの方もお気軽にご参加下さい。

開催日

平成２７年３月１２日(木)

時

間

１４時～１６時

場

所

西淀川区役所 １階１０１号室
大阪市西淀川区御幣島１－２－１０
JR 東西線「御幣島駅」１番出口すぐ

定 員
託児定員

３０名
１０名 (託児可能年齢 ０歳～就学前)
※託児希望の方は２月２６日(木)までにお申込み下さい。

内

容

『パートの得する働き方』
税金、社会保険等とパートの収入について

申

込

問合せ

裏面参加票をご記入の上、
ハローワーク梅田マザーズサポートコーナーへ
ご提出くだい。(お電話でも可)
ハローワーク梅田 職業相談第１部門
マザーズサポートコーナー
TEL 06-6344-8609(部門コード４１#)
大阪市北区梅田 1-2-2
大阪駅前第２ビル 16 階

【平日 8:30～17:15】

ハローワーク in 西淀川

プレオープンセミナー

3 月１2 日(木)
『パートの得する働き方』セミナー

参加申込書

≪お問い合わせ・申込先≫
ハローワーク梅田

職業相談第１部門マザーズサポートコーナー

(大阪市北区梅田 1-2-2 大阪駅前第 2 ビル 16 階)
ＴＥＬ ０６－６３４４－８６０９(部門コード 41＃)
【平日 8:30～17:15】

お名前
求職番号
(お持ちの方のみ)

ご住所
ご連絡先
ＴＥＬ(

託児希望

)

希望する

―

・

希望しない

※希望する方は下記の項目にご記入下さい

お子様の
お名前

年齢

才

性別

男

・ 女

※当参加票にご記入いただいた個人情報は、セミナー参加者の把握以外には使用いたしません。

日時
場所

3 月 12 日(木)
14 時～16 時
西淀川区役所 １階 101 号室
(大阪市西淀川区御幣島 1-2-10)

会場までのアクセス
JR 東西線「御幣島駅」１番出口すぐ

【西淀川区役所】

ｃ

年齢に関係なく定年退職後もいきいきと意欲的に働くために、
就職活動の進め方や年金などの経済プランを合わせた
生涯設計セミナーを開催いたします！ぜひご参加下さい。

開催日

平成２７年３月１３日(金)

時

間

１４時～１６時

場

所

西淀川区役所 １階１０１号室
大阪市西淀川区御幣島１－２－１０
JR 東西線「御幣島駅」１番出口すぐ

定

員

３０名(先着順・予約制)
※定員に達し次第締め切ります。

内

容

申

込

問合せ

『就職活動の進め方とライフプラン』
『年金等の経済プラン』
裏面参加票をご記入の上、
ハローワーク梅田シニアコーナーへご提出ください。
(お電話でも可)
ハローワーク梅田 専門援助第１部門
シニアコーナー
TEL 06-6344-8609(部門コード 47#)
大阪市北区梅田 1-2-2
大阪駅前第２ビル 16 階

【平日

8:30～17:15】

ハローワーク in 西淀川

プレオープンセミナー

3 月１3 日(金)
『生涯設計セミナー』

参加申込書

≪お問い合わせ・申込先≫
ハローワーク梅田

専門援助第 1 部門シニアコーナー

(大阪市北区梅田 1-2-2 大阪駅前第 2 ビル 16 階)
ＴＥＬ ０６－６３４４－８６０９(部門コード 4７＃)
【平日 8:30～17:15】

お名前
ご連絡先

ＴＥＬ(

)

―

求職番号
(お持ちの方のみ)
※当参加票にご記入いただいた個人情報は、セミナー参加者の把握以外には使用いたしません。

日時

【西淀川区役所】

3 月 1３日(金)
14 時～16 時

場所

西淀川区役所

１階 101 号室

(大阪市西淀川区御幣島 1-2-10)
会場までのアクセス
JR 東西線「御幣島駅」１番出口すぐ

