
     

吹田市 

イメージキャラクター 

すいたん 

吹田市と国（大阪労働局）が一体となって 

大学生等の若者及び子育て女性等を支援します！！ 

「吹田市雇用対策協定」締結！ 

ハローワーク淀川 

マザーズサポートキャラクター 
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大阪労働局（局長：中沖 剛）は、吹田市とより緊密に連携して、「大学生をはじめとする    

若者及び子育て女性等を中心とした就職支援を必要とする方等の就職促進及び市内企業等での

活躍推進」を図るため、「吹田市雇用対策協定」（以下「協定」という。）を締結いたします。 

なお、協定締結の記念事業として平成２８年５月１６日（月）に「吹田で就職面接会・説明会」

を千里ニュータウンプラザ（阪急南千里駅すぐ）で開催いたします。 

１．協定の締結式  

【日   時】平成２８年５月１６日（月）午前９時３０分から（午前１０時００分終了予定） 

【場   所】吹田市役所 高層棟４階 特別応接室 

       〒５６４－８５５０ 吹田市泉町１丁目３番４０号 

【出 席 者】吹田市長        後藤 圭二（ごとう けいじ） 

大阪労働局長      中沖 剛 （なかおき ごう） 

【協定の内容】別添１をご覧ください。 

 

２．吹田で就職面接会・説明会 ※内容については、別添２をご覧ください。 

【日   時】平成２８年５月１６日（月）午後１時３０分から（午後４時００分終了予定） 

【場   所】千里市民センター 大ホール 

      〒５６５－０８６２ 吹田市津雲台１丁目２番１号 千里ニュータウンプラザ２階 

【参加企業】吹田市の保育施設・有名企業９社（予定） 

【対   象】吹田市内での就職を希望する方 

【主   催】ハローワーク淀川、吹田市 

【問 合 せ】ハローワーク淀川 職業相談第１部門 

０６-６３０２-４７７１（部門コード４１＃） 

 

取材をご希望の報道関係者の方は、５月１２日（木）１７時１５分までに大阪労働局職業安定部 

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。 

 

大阪労働局発表 

平成２８年４月２７日（水） 

 

【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 

大阪労働局 Press Release 

 

 

 

吹田市で喫緊の課題となっている待機児童問題の解消に向け 

「吹田で就職面接会・説明会（保育士・事務等）」開催決定♪ 

給食 

調理 

事務 
軽 

作業 

保育 

士 
店舗 

スタッフ 
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吹田市雇用対策協定（案） 

 

 少子高齢化、人口減少の進展や経済のグローバル化による産業競争の激化な

ど、社会や経済の構造が大きく変化する中、大学生をはじめとする若者、子育

て女性等を中心に就職支援を必要とする方等が持てる能力を十分発揮し、継続

して充実した職業生活をおくることが吹田市の定住人口の増加及び市内企業等

の更なる発展を図る上で非常に重要である。 

このため、吹田市及び厚生労働省大阪労働局（以下「大阪労働局」という。）

は、これまで以上に連携を強化し、協働して柔軟に雇用対策を推進していける

よう、以下のとおり「吹田市雇用対策協定（以下「協定」という。）」を締結す

る。 

 

（目 的） 

第１条  この協定は、吹田市及び大阪労働局が相互に密に連携して、「大学生を

はじめとする若者及び子育て女性等を中心とした就職支援を必要とする方等

の就職促進及び市内企業等での活躍推進」及び「保育をはじめとする福祉分

野の人材不足状態の解消」を図るため、雇用対策に関する施策を総合的、効

果的かつ一体的に実施することを目的として締結する。 

 

（事業内容等） 

第２条  吹田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

を別途「事業計画」として定めるものとする。 

２ 前項の「事業計画」の策定、「事業計画」に定めた取組の実施状況の評価等

は、吹田市、大阪労働局及びハローワーク淀川が共同で設置する運営会議で

実施するものとする。 

 

（要請等） 

第３条 吹田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るものとする。 

２  吹田市長及び大阪労働局長は、前項の要請に対して、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、吹田市及び大阪労

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。 

別添１ 



 

（有効期間） 

第５条 本協定の有効期間は、協定の締結の日から平成２９年３月３１日まで

とする。ただし、期間の満了する１か月前までに、いずれかから特段の意思

表示がない限り、協定は期間満了の翌日から起算して更に１年更新するもの

とし、その後も同様とする。 

 

（その他） 

第６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

変更しようとするときは、吹田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 

 

 この協定は、締結する日から実施する。 

 

 この協定の締結を証するため、協定書を２通作成し、吹田市長、厚生労働省

大阪労働局長が署名のうえ、各自１通を保有するものとする。 

 

 

 平成  年  月  日 

 

 

         吹 田 市 長  

 

 

 

厚生労働省大阪労働局長 
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吹田市雇用対策協定に基づく平成 28年度年間事業計画（案） 

 

 

吹 田 市 

大阪労働局 

 

吹田市及び大阪労働局は、「大学生をはじめとする若者及び子育て女性等を中心

とした就職支援を必要とする方等の就職促進及び市内企業等での活躍推進」を図る

ため、「吹田市雇用対策協定（以下「協定」という。）」に基づき、協力して下記事

業を実施する。 

 

記 

 

Ⅰ 新卒・若者への支援 

１ 大学卒業予定者等に対する就職支援 

大学卒業予定者等に対する就職を支援するため、ハローワーク、ＪＯＢナビ

すいた、市内大学等が連携・協力し、以下の業務を推進する。 

（局が実施する業務） 

  ・ハローワーク淀川及び大阪新卒応援ハローワークを軸としたきめ細やかな職

業相談及び職業紹介の実施 

  ・（仮称）吹田わかもの就職面接会などの連携事業への協力  

  ・企業説明会の実施（1回） 

  ・ユースエール認定制度、若者応援宣言事業の啓発・助言・指導 

  ・市が実施する企業見学会及びインターンシップへの参加勧奨 

 （市が実施する業務） 

・市内企業による企業見学会及びインターンシップの実施 

・（仮称）吹田わかもの就職面接会や市内中小企業と新規大学卒業予定者等を対

象とした面接会などの連携事業の企画・調整 

・企業説明会の実施場所の確保及び事業所への参加勧奨 

 

２ 大学生に対する労働法への意識啓発 

   これから社会に出ていく若者に、働く意義と役割及び雇用と労働条件につい

ての基礎知識を付与するため、以下の業務を推進する。 

（局が実施する業務） 

・市・大学が主催するアルバイトや就職等を経験する学生等に向けた労働法講

座への教材提供と講師派遣 

（市が実施する業務） 

・市内の大学と連携した労働法に関する講演会等実施場所の確保及び周知・広

報 
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Ⅱ 子育て女性等への支援 

１ 子育て女性等と企業等とのマッチング支援の実施 

   子育て女性等と企業等とのマッチングを支援するため、双方協力して以下の

業務を推進する。 

 （局が実施する業務） 

・ハローワーク淀川マザーズサポートコーナーにおいて、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やかな職業相談及び職業紹介の実施

をはじめ、他のハローワークとの連携による仕事と子育てが両立しやすい求

人の確保や、雇用保険業務・職業訓練業務との一体的な支援の実施 

  ・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提供 

  ・市から情報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 

 （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ＪＯＢナビすいたへの誘導 

・小さい子どもを傍で見守りながら受けられる、ＪＯＢナビすいたにおける 

就職相談と希望者に対する職業紹介（ハローワークに出ていない地元求人を 

積極的に開拓した上での職業紹介等） 

  ・仕事と子育てが両立しやすい求人企業等の確保 

  ・女性の活躍推進に積極的な企業の開拓・求人勧奨 

  ・市内保育所や子育て支援サービスに関する情報収集・ハローワークへの情報

提供 

 

２ 子育て女性等の就職意欲の喚起等に係る取組の実施 

子育て女性等の就職意欲の喚起等を図るため、双方協力して以下の業務を

推進する。 

 （局が実施する業務）  

  ・ワークライフバランス、履歴書の書き方・面接の受け方に関するもの等の就

職支援に係る託児付セミナー等の企画・運営及び実施（４回） 

 （市が実施する業務） 

  ・ハローワーク淀川が実施するセミナーの共同開催 

  ・託児付きセミナーを実施する場合のセミナー会場・託児場所の確保 

  ・市民へのセミナーの周知・誘導 

 

３ 子育て女性等の採用及び女性の活躍推進に積極的な企業の人材採用支援の

実施 

子育て女性等の採用及び女性の活躍推進に積極的な企業に対する人材採用 

支援を行うため、双方協力して以下の業務を推進する。 

 （局が実施する業務） 

・求人及び雇用管理に関する助言 

・ポジティブ・アクションやくるみん制度などの周知・広報 

・就職面接会の開催 
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（市が実施する業務） 

  ・企業等への啓発及び企業情報の把握 

  ・就職面接会の実施場所の確保、必要に応じてベビーシッター及び託児場所の

確保 

 

 

Ⅲ 介護・看護・保育等の人材不足分野への支援 

介護・看護・保育等分野（以下「福祉分野」という。）の人材不足状態の解消

に向け、就職希望者と企業等とのマッチング支援を実施するにあたり、双方協力

して以下の業務を推進する。 

（局が実施する業務） 

・ハローワークにおいて、就職を希望する者に対する職業相談及び職業紹介の

実施 

・企業等からの求人受理、未充足求人に対する条件緩和及び雇用管理改善に関

する助言 

・市から提供を受けた福祉分野関連情報（福祉分野企業の新設情報等）を活用

し、求職者及び企業等に対するハローワークの利用勧奨 

・市が実施する福祉分野サービスに関する求職者への情報提供 

・福祉分野就職面接会・セミナーの実施（４回） 

（市が実施する業務） 

  ・福祉分野就職希望者に対するハローワークへの誘導 

  ・市が把握する福祉分野企業の新設情報などの福祉分野関連情報の収集・ハロ

ーワークとの共有 

・各種セミナー及び就職面接会等イベントの企画協力・運営（実施場所の確保、

市民への周知・誘導等）及び実施 

 

 

Ⅳ 積極的な広報の展開 

  吹田市及び大阪労働局が連携して、または各々が実施する雇用対策に資する内

容の情報（セミナー、イベント情報など）について、吹田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） 

・「市報すいた」、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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ■ 

ハローワーク淀川 職業相談第１部門 

０６－６３０２－４７７１ 

（部門コード ４１＃） 

■吹田市の保育施設からの保育士・他職

種（事務・調理補助等）の求人のほか、

他の業種の企業からの求人もあります。 

■参加求人はハローワーク淀川ホーム

ページでも公開予定です。 

■当日は履歴書・ハローワーク紹介状

（当日発行可）をお持ちください。複数

応募も可能です。 

■大学卒業予定の方は、企業説明を聞い

ていただくことができます。（応募書類

不要） 

■ハンドクリームを使用して手先の血行促進

＆リラックス＊  

■ご希望の方には就活に役立つメイクワンポ

イントアドバイスもいたします。 

 １０月新規オープンの 

保育所の求人もあります 

別添２ 



求人番号 事業所名 就業場所 求人数 雇用形態 職種 必要な免許・資格 年齢
27060-13976261 1 正社員 保育士 保育士 不問
27060-13975661 2 パート 保育補助 保育士優遇　なくても可 不問
27060-13977561 1 パート 調理補助 不問 不問
27060-13984661 1 正社員 保育教諭 保育士又は幼稚園教諭 不問
27060-13983361 1 契約社員 保育教諭 保育士又は幼稚園教諭 不問
27060-13982061 1 パート 保育教諭 保育士又は幼稚園教諭 不問
27060-13989861 1 正社員 保育士 保育士（幼稚園教諭有尚可） 不問
27060-13987461 1 契約社員 保育士 保育士（幼稚園教諭有尚可） 不問
27060-13986561 1 パート 保育士 保育士（幼稚園教諭有尚可） 不問
27060-14003761 1 正社員 保育士 保育士 不問
27060-14002461 1 契約社員 保育士 保育士 不問
27060-14005961 1 正社員 保育士 保育士 不問
27060-14006161 1 契約社員 保育士 保育士 不問
27060-14007061 1 正社員 保育士 保育士 不問
27060-14004861 1 契約社員 保育士 保育士 不問
27060-14010461 2 正社員 保育士 保育士 不問
27060-14012861 2 契約社員 保育士 保育士 不問
27060-14009661 3 パート 保育士 保育士 不問
27060-13980961 1 正社員 保育士 保育士(幼稚園教諭　応相談） 不問
27060-13979761 1 パート 事務全般 保育士 不問
27060-13981161 1 パート 調理員 不問 不問
27060-13993261 1 正社員 保育教諭 保育士・幼稚園教諭　両方 不問
27060-13994561 1 パート 保育教諭 保育士・幼稚園教諭　両方 不問
27060-13991361 1 正社員 保育教諭 保育士・幼稚園教諭　両方 不問
27060-13992661 1 パート 保育教諭 保育士・幼稚園教諭　両方 不問
27060-14016361 1 正社員 保育士 保育士・幼稚園教諭　両方 不問
27060-14017661 1 契約社員 保育士 保育士・幼稚園教諭　両方 不問
27060-14014161 1 パート 保育士 保育士 不問
27060-14000261 1 正社員 保育教諭 保育士・幼稚園教諭　両方 不問
27060-13996761 2 パート 保育教諭 保育士・幼稚園教諭　両方 不問
27060-14019561 工場 3 パート 工場軽作業 不問 不問
27060-14020861 1 パート クリーニング店スタッフ 不問 不問
27060-14021961 1 パート 店内軽作業 不問 不問
27060-14018261 日本冷熱工産（株） 本社 豊津町 1 フルタイム 総務・庶務 普通自動車免許（ＡＴ限定可）６０歳以上

※当日以外にも後日、改めて選考を行う可能性があります。
※シフトの時間帯やその他の手当等、求人条件の詳細は求人票でお確かめください。

（株）白洋舎 岸部中
店舗

(社福)玉川学園 玉川学園保育園 高野台

(社福) 南友会
幼保連携型認定こども園

かんらんこども園
南金田

(社福)
吹田みどり福祉会

認定こども園
もみの木千里保育園

山田北

認定こども園
もみの木保育園

東御旅町

(社福) 紫峯會 あびにょん保育園 岸部北

(社福) こばと会

こばと保育園 高城町

さくら保育園 山田南

さくらんぼ保育園 山田西

こばとっこ保育園 高城町

平成２８年５月１６日　吹田で就職面接会・説明会　一覧表

(社福)耀き福祉会 　保育園　千里山キッズ 千里山竹園

(社福)光聖会

認定こども園　蓮美幼児学園
千里丘キンダースクール

千里丘北

蓮美幼児学園
五月が丘プリメール

五月丘北
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