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寝屋川市 

マスコットキャラクター 

はちかづきちゃん 

寝屋川市と厚生労働省大阪労働局が緊密に連携して 
雇用対策に取り組みます！！ 

「寝屋川市と大阪労働局との雇用対策協定」締結！ 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

大阪労働局（局長：苧谷 秀信）は、寝屋川市とより緊密に連携して、「若者・女性・高齢者

などあらゆる市民を対象とした就労支援や寝屋川市の産業と雇用を支える企業等への支援の施

策を図り、「『確かなくらし次代につなげるワガヤネヤガワ』生活
く ら し

・笑顔日本一の実現」を目指

すため、「寝屋川市と大阪労働局との雇用対策協定」（以下「協定」という。）を締結いたします。 

また、今回の協定締結を機会に、京阪寝屋川市駅南口１階に「ねやがわシティ・ステーション 

ハローワーク枚方 職業紹介コーナー」を新たに開設いたします。 

ねやがわシティ・ステーションの市民相談、就労相談とハローワークの職業相談・職業紹介を

ワンストップで行うことで地域に根ざした就職支援の強化を目指します。 

 なお、「ねやがわシティ・ステーション ハローワーク枚方 職業紹介コーナー」の開設に伴い、

平成２９年１月１０日（火）にオープニングセレモニーを開催いたします。 

 
 

１．協定の締結式  

【日   時】平成２８年１２月２７日（火）午前１０時から（午前１０時３０分終了予定） 

【場   所】寝屋川市役所議会棟４階 第１委員会室 

       寝屋川市本町１番１号 

【出 席 者】寝屋川市長       北川 法夫（きたかわ のりお） 

大阪労働局長      苧谷 秀信（おたに ひでのぶ） 

【協定の内容】別添１をご覧ください。 

 

大阪労働局発表 

平成２８年１２月２０日（火） 

 

【照会先】 

大阪労働局 職業安定部 職業安定課 

（代表電話） ０６-４７９０-６３００ 

Press Release 

 

 

 

寝屋川市駅でハローワークの職業相談、職業紹介が受けられます♪  
「ねやがわシティ・ステーション  

ハローワーク枚方 職業紹介コーナー」が 

１月10日（火）オープン！！ 

厚生労働省 

大阪労働局 

国（ハローワーク）と地方自治体が一体的に実施する施設として、 

政令市以外の市町村で大阪府内初めての設置！ 
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２．オープニングセレモニー 

【日   時】平成２９年１月１０日（火）午前８時４５分から（午前８時５５分終了予定） 

【場   所】「ねやがわシティ・ステーション」 

      寝屋川市早子町１６番１１－１０１号 京阪寝屋川市駅南口１階 

【出 席 者】寝屋川市長        北川 法夫（きたかわ のりお） 

寝屋川市議会議長     北川 光昭（きたがわ みつあき） 

寝屋川市議会副議長    住田 利博（すみだ としひろ） 

寝屋川市副市長      久本  歩（ひさもと あゆむ） 

寝屋川市副市長      戸上 拓也（とがみ たくや） 

大阪労働局長       苧谷 秀信（おたに ひでのぶ） 

大阪労働局職業安定部長  小浜 享司（こはま じゅんじ） 

大阪労働局職業安定課長  大木 隆久（おおき たかひさ） 

ハローワーク枚方所長   山下 雅美（やました まさみ） 

  【内   容】別添２をご覧ください。 

    

３．ねやがわシティ・ステーション ハローワーク枚方 職業紹介コーナー 

【開 設 日】平成２９年１月１０日（火） 

【住   所】寝屋川市早子町１６番１１－１０１号 京阪寝屋川市駅南口１階 

【業務内容】職業相談、職業紹介、求人情報の提供 

       ※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。 

【開庁時間】午前９時～午後５時（月～金） 

土・日・休祝日・年末年始は休み 

【お問い合わせ】ハローワーク枚方 ℡ 072-841-3363（部門ｺｰﾄﾞ 51＃） 

      ＜平成２９年１月１０日（火）以降＞ 

        ℡ 072-391-6850（ねやがわシティ・ステーション ハローワーク枚方 職業紹介コーナー） 

 

 

 

取材をご希望の報道関係者方へ 

１ 協定締結式（１２月２７日（火）） 

１２月２６日（月）午後４時までに大阪労働局職業安定課雇用計画係（℡06-4790-6301）

あてご連絡をお願いいたします。 

  ２ オープニングセレモニー（１月１０日（火）） 

１月６日（金）午後４時までに大阪労働局職業安定課雇用計画係（℡06-4790-6301）あて

ご連絡をお願いいたします。 
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寝屋川市と大阪労働局との雇用対策協定（案） 

 
（目的） 
第１条 この協定は、寝屋川市と厚生労働省大阪労働局（以下「大阪労働局」

という。）が、「寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる、若者・

女性・高齢者・障害者などあらゆる市民を対象とした就労支援や寝屋川市の

産業と雇用を支える企業等への支援の施策を、密接に連携して行うことで、

魅力ある産業・雇用を創出し、市民のみならず市外の方々、若者・女性・高

齢者・障害者など様々な社会の担い手が寝屋川市で働き、その意欲や能力を

十分に発揮できる地域社会の構築を通じて、「「確かなくらし次代につなげる

ワガヤネヤガワ」生活
く ら し

・笑顔日本一の実現」を目指すことを目的として締結

する。 
 
（事業内容等） 
第２条 寝屋川市及び大阪労働局は、前条の目的を達成するため、具体的な取

組、実施方法及び数値目標を事業計画として毎年定めるものとする。 
２ 前項の事業計画の策定及び事業計画に定めた取組の実施状況の評価等は、

寝屋川市及び大阪労働局の職員並びに労使団体の代表者で構成する運営協議

会で行うものとする。 
 
（要請等） 
第３条 寝屋川市長及び大阪労働局長は、それぞれが取り組む施策の推進に資

するため必要な要請を相互に行うことができ、これを誠実に対応するものと

する。 
 
（秘密保持） 
第４条 この協定に基づく雇用対策に関する取組において、寝屋川市及び大阪

労働局が相互に開示する情報については、互いに秘密を保持することとする。

ただし、事前に相手方の承諾を得られた場合は、この限りではない。 
 
（その他） 
第５条 この協定に定めのない事項が生じたとき又はこの協定に定める事項を

別添１ 
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変更しようとするときは、寝屋川市及び大阪労働局は誠意を持って協議し、

定めるものとする。 
２ 協定締結当事者に変更があった場合であっても、他に定めのないときは、

新たな協定書が締結されるまでの間、この協定を有効とする。 
 

附 則 
１ この協定は、締結する日から実施する。 
２ 初年度に限り、第２条の事業計画は寝屋川市長と大阪労働局長の合意に基

づき策定する。 
 
 
この協定の締結を証するため、本書２通作成し、寝屋川市長及び大阪労働局

長が署名のうえ、各自その１通を保有するものとする。 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 

寝屋川市長         
  （署 名） 

 
 

厚生労働省大阪労働局長    
（署 名） 
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寝屋川市と大阪労働局との雇用対策協定に基づく平成２８年度年間事業計画 
 

寝 屋 川 市 
大 阪 労 働 局 

 
寝屋川市、大阪労働局は、寝屋川市が策定した「寝屋川市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」に掲げる「「確かなくらし次代につなげるワガヤネヤガワ」

生活
く ら し

・笑顔日本一の実現」を目指すため、平成２８年１２月２７日に締結した

「寝屋川市と大阪労働局との雇用対策協定」に基づき、協力して下記事業を実

施する。 
 
 
１ 「ねやがわシティ・ステーション ハローワーク枚方 職業紹介コーナー」

における取組 
  若年者や高年齢者、女性など「就職に向けた支援が必要な人」を中心とす

る求職者に対する就労支援をより地域に密着した形で実施するため、就労支

援サービス窓口併設型市民センター「ねやがわシティ・ステーション ハロー

ワーク枚方 職業紹介コーナー」を平成２９年１月１０日に開設し、市が実施

する地域就労支援事業と国が行う職業相談・職業紹介を一体的に実施し、市

民サービスの向上を図る。 
   
（局が実施する業務） 
  ・職業相談・職業紹介の実施（就職件数８０件以上） 
（市が実施する業務） 
  ・就労相談（地域就労支援事業）の実施（相談件数７０件以上） 
 
 
２ 若年者に対する就職支援 

新規高等学校卒業予定者及び大学等卒業予定者（既卒３年以内含む）並びに

若年者に対する就職支援と市内学卒求人事業所（一般求人事業所含む）に対す

る人材確保を図るために双方協力して以下の業務を推進する。 
 
（局が実施する業務） 
  ・若者雇用促進法の各種事業について、啓発、助言、指導 
  ・キャリア探索プログラムの実施（３回以上） 
  ・ハローワーク枚方のわかもの支援・相談コーナー及び新規学卒者窓口に

おけるきめ細かな職業相談及び職業紹介の実施 
  ・若年者向け就職支援セミナーの実施（月３回以上） 
（市が実施する業務） 
  ・市内企業見学ツアー及びインターンシップの実施（１回以上） 

【案】
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・セミナーの実施場所の確保及び周知・誘導等の協力 
 
 
３ 女性の活躍促進に対する取組 
  子育て女性等に対する就職支援や女性の活躍推進に積極的な企業の開拓・

啓発・人材確保を支援するために双方協力して以下の業務を推進する。 
 
（局が実施する業務） 

・ハローワーク枚方マザーズコーナー（以下「マザーズコーナー」という。）

において、就職を希望する子育て女性等に対する担当者制によるきめ細

かな職業相談及び職業紹介の実施 
・仕事と子育てが両立しやすい求人の確保及び求職者への職業紹介 
・市から提供を受けた市内保育所や子育て支援サービスに関する求職者へ 

の提供 
・就職意欲の喚起又は就職活動を支援する託児付セミナーの実施（１回以

上） 
・ポジティブ・アクションやくるみん制度などの周知・広報 
・求人及び雇用管理改善に関する助言 

（市が実施する業務） 
・就職を希望する子育て女性等に対するマザーズコーナーへの誘導 
・仕事と子育てが両立しやすい企業、女性の活躍推進に積極的な企業等の 
情報収集・求人勧奨 

・セミナーの実施場所の確保及び周知・誘導等の協力 
・市内保育所や子育て支援サービスに関する情報収集・マザーズコーナー 

への情報提供 
 
 
４ 生涯現役社会の実現に向けた高年齢者に対する就業対策の推進 

高齢期における多様な雇用・就業ニーズへの対応、求人企業の人材確保支援

及び就職・就労意欲の喚起のため、双方協力して以下の業務を推進する。 
 

（局が実施する業務） 
  ・高年齢者が活躍できる求人の確保及び求職者への職業紹介 

・高年齢者の就業ニーズに応じた寝屋川市シルバー人材センターへの誘導 
・講習から面接会等の就職支援を一貫して行うシニアワークプログラムの 

実施 
  ・再就職支援セミナーの実施（月１回） 
（市が実施する業務） 
  ・就労を希望する高年齢者に対する関係機関（ハローワーク枚方、寝屋川

市シルバー人材センター）への誘導 
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  ・シニアワークプログラム事業の市民への周知 
  ・再就職支援セミナーの実施場所の確保及び周知・誘導等の協力 

・雇用推進に積極的な企業の開拓・求人勧奨 
 
 

５ 障害者に対する雇用対策の推進 
障害者に対する就労を支援するため、双方協力して以下の業務を推進する。 
推進するにあたっては、寝屋川市障害者就業・生活支援センターとハローワ

ーク枚方及び市の有機的な連携により就職支援策を実施する。 
 

（局が実施する業務） 

・ハローワーク枚方 専門援助部門における障害者の特性に配慮した職業 

相談及び職業紹介の実施 

・障害者求人の確保及び求職者への提供 

  ・市内企業に対する障害者雇用管理改善に関する助言 

・就職面接会の開催（１回以上） 

  ・障害者支援セミナー（１回以上） 

（市が実施する業務） 

・就職を希望する障害者に対するハローワーク枚方への誘導 

  ・障害者雇用に積極的な企業等への求人勧奨 

  ・障害者の就労支援機関、関係機関に対する面接会等への参加協力要請 

 
 

６ 積極的な広報の展開 

  市及び局が連携して、または各々が実施する雇用対策に資する内容の情報

について、寝屋川市民及び市内企業への積極的な広報を展開するため、双方

協力して以下の業務を推進する。 

  

（局が実施する業務） 

  ・府内全域のハローワーク等の広報チャネルを活用した情報発信 

（市が実施する業務） 

・「広報ねやがわ」、自治会への回覧板、ケーブルテレビ、公共施設にハロ

ーワーク情報コーナーを設置するなど、市の広報チャネルを活用した情

報発信 
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寝屋川市 
厚生労働省大阪労働局 

 
 

ねやがわシティ・ステーション  
ハローワーク枚方 職業紹介コーナー 

 
オープニングセレモニー 次第 

 
 

日時：平成 29 年 1 月 10 日（火）8:45～8:55 
場所：ねやがわシティ・ステーション 

寝屋川市早子町 16 番 11－101 号 

１ 開    会 

 
２ 開 会の 挨 拶 

 
 
３ 来 賓 祝 辞 

 
４ テープカット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 施 設 見 学 

 
６ 閉    会 

 
 
寝屋川市長 
大阪労働局長   

 
寝屋川市議会議長 

 
（テープカット） 
寝屋川市長 
寝屋川市議会議長 
大阪労働局長 
ハローワーク枚方所長 

（出席者） 
寝屋川市議会副議長 
寝屋川市副市長 
寝屋川市副市長 
大阪労働局職業安定部長 
大阪労働局職業安定課長 

 
 
北川 法夫  
苧谷 秀信 

 
北川 光昭 

 
 
北川 法夫 
北川 光昭 
苧谷 秀信 
山下 雅美 
 
住田 利博 
久本  歩 
戸上 拓也 
小浜 享司 
大木 隆久 
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