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人材確保対策『ＴＥＡＭ ＳＨＩＺＵＯＫＡ』始動！
～静岡県、静岡労働局及び業界団体が一体となり人材確保対策を推進～

人手不足が深刻さを増すなか、静岡県では、産業界、労働界、教育界など官民をあげた
「静岡県産業人材確保・育成対策県民会議」を昨年７月設置し、緊急対策を実施するとと
もに、中・長期的な対策として取り組むべき施策の方向性を示す「静岡県産業人材確保・
育成プラン」を今年３月に策定し、社会総がかりで人材確保・育成に取り組んでいるとこ
ろです。
静岡労働局においても、静岡県のこうした動きに同調、連携し、人材確保対策を強力に
推進するため、昨年９月より県内全てのハローワーク(17 か所)に人材確保対策・支援コー
ナーを設けて「緊急人材確保対策」を推進しているところです。
こうした中、県内の雇用情勢は着実な改善が続き、平成 30 年５月の有効求人倍率は 1.70
倍と、平成４年１月の 1.75 倍に次ぐ、26 年４か月ぶりの高水準となっています。
とりわけ、人手不足が深刻な福祉、運輸、建設、警備に係る有効求人倍率は、介護関連
の職業 4.61 倍、保育士 3.07 倍、輸送・機械運転の職業 2.36 倍、建設・採掘の職業 5.85
倍といずれも県水準を大幅に上回っている状況が続いています。
このため、静岡県及び静岡労働局の連携を強化するとともに、関係業界団体（福祉、運
輸、建設、警備業団体）に参加を呼びかけ、新たに、『ＴＥＡＭ
結成し、三位一体の人材確保対策を強力に推進してまいります。

－１－

ＳＨＩＺＵＯＫＡ』を

○ 静岡県、静岡労働局及び業界団体が三位一体となって、人手不足対策に挑む『ＴＥＡＭ ＳＨＩＺＵＯＫＡ』を結成
○ 業界団体からのヒアリング等を通じて雇用環境の現状及び課題を共有
○ 静岡県、静岡労働局及び業界団体のそれぞれの取組を有機的に結び付け、協働して発展させることにより、
人材確保に向けた取組を推進
【人材確保対策推進協議会】
日時：平成30年8月27日（月） 13：30～15：30 場所：静岡県庁 本館4階 401会議室
議題：『ＴＥＡＭ ＳＨＩＺＵＯＫＡ』の結成及び人材確保対策について
【参加メンバー（予定）】
（業界団体）
（行政）
・静岡県トラック協会、静岡県タクシー協会、静岡県バス協会
・静岡県 経済産業部就業支援局
・静岡県建設業協会、静岡・沼津・浜松建設業協会
総合政策課、交通基盤部地域交通課 （運輸）
・静岡県警備業協会
交通基盤部建設業課 （建設）
・静岡県社会福祉協議会、浜松市社会福祉協議会
健康福祉部こども未来課（保育）
・静岡県保育連合会、静岡県看護協会
地域医療課（看護） 介護保険課（介護）
・静岡県老人福祉施設協議会、静岡県介護福祉士会
・静岡労働局職業安定部
・ハローワーク（人材確保対策コーナー設置の静岡所、浜松所、沼津所） ・介護労働安定センター静岡支部

静岡県

静岡労働局

★産業人材確保に向けた緊急対策
★産業人材確保・育成プラン

★緊急人材確保対策

人材確保対策
★「働き方改革」による魅力ある職場づくりの推進
★業界として魅力発信

業界団体
－２－

「TEAM SHIZUOKA」による人材確保対策
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人材マッチングサポートデスク
「コーディネーター」
・企業ＰＲ手法のアドバイス
・採用活動の代行

チーム連携のポイント

人材確保に苦慮する
企業を同行訪問

平成30年8月

静岡労働局
「人材確保コンシェルジュ」
・求人票の見直し
・企業情報の収集
・求職者情報の提供

求職者ニーズ、他企業の情報を踏まえた助言 ⇒ 企業の人材確保力のアップ

・県内、東京、名古屋で
面接会を開催
・しずおか就職net、ジョブ
ステーションで開催を周知

合同就職面接会の共催

・就職面接会等を開催
・業界団体と連携して相談会、
セミナー等を開催

様々な形態の面接会、企業説明会等を開催 ⇒ マッチング機会の増加
・業界団体の取組を支援
産業人材確保緊急対策
事業費助成

業界ごとの仕事の魅力を発信

・ハローワークや面接会会場
等で仕事とやりがいをPRす
るＤＶＤを放映

あらゆる機会を捉えた人手不足業界の魅力発信の拡大 ⇒ 業界に関心を持たせる
・Ｕ・Ｉターン就職サポート
センター(目黒)で県内企業
を紹介
・移住・定住相談センター

移住希望者に県内企業を紹介

・定期的な求人情報の提供
・首都圏等での相談会に相
談窓口を設置

移住希望者に対する県内企業の求人情報提供の充実 ⇒ 移住者の増加
・滞在資格に関する相談
・留学生と日本人学生の交
流会を開催
・企業交流会、面接会の開催

留学生と県内企業の橋渡し

・留学生セミナーで県内企業
を紹介
・「留学生コーナー」における
就職支援

県内大学等で培った知識･技術を有効活用 ⇒ 県内企業の中核人材を確保

外
・生涯現役支援窓口での高齢
国 ⑥ ・ジョブステーションでの就
者に対するマッチング
人 女 職相談、セミナー等
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・ジョブステーションでハロー
ワークの豊富な求人情報
を周知
・大学を訪問しハローワーク
利用を案内

潜在求職者の掘り起こし

・見学会で企業や業界の魅
力を伝える
・イベント等でハローワーク
の利用を呼びかけ

ジョブステーションとハローワークの利用者増加 ⇒ 人材確保機会を拡大

◎関連業界団体の取組
・働き方改革の実現に向けた取組により魅力ある職場づくりの推進
・中学生、高校生のインターンシップ受け入れ
・高校生を対象とした職場体験ツアー
・高校での職業講話
・ハローワークと連携したセミナー及び就職面接会開催
－３－

平 成 30 年 ７ 月 27 日
静岡労働局・静岡県・業界団体

「ＴＥＡＭ ＳＨＩＺＵＯＫＡ」による人材確保対策

１．「ＴＥＡＭ ＳＨＩＺＵＯＫＡ」の当面の動き
（１）人材確保対策推進協議会【新規】
人手不足が深刻さを増している状況の中、県内の産業・企業政策を担う静岡県と労働
行政を担う労働局及び業界団体が参集し、人手不足業界の現状や課題について情報共有
するとともに、人手不足解消に向けた方策について協議する。
■開催予定日：平成 30 年８月 27 日（月）13 時 30 分～15 時 30 分
■場所：静岡県庁 本館４階

401 会議室（静岡市葵区追手町 9-6）

＜参加メンバー（予定）＞
（行政）・静岡県 経済産業部就業支援局
総合政策課、交通基盤部地域交通課（運輸）
交通基盤部建設業課（建設）
健康福祉部こども未来課（保育）
健康福祉部地域医療課（看護）
健康福祉部介護保険課（介護）
・静岡労働局職業安定部
・ハローワーク（人材確保対策コーナーを設置している３所）
（業界団体）
・静岡県トラック協会

・静岡県タクシー協会

・静岡県バス協会

・静岡県建設業協会

・静岡建設業協会

・沼津建設業協会

・浜松建設業協会

・静岡県警備業協会

・静岡県社会福祉協議会

・浜松市社会福祉協議会 ・静岡県看護協会

・静岡県保育連合会

・静岡県老人福祉施設協議会

・静岡県介護福祉士会

・介護労働安定センター静岡支部

※今年度は８月と１月の２回開催とする。
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（２）平成 30 年度静岡新卒者等人材確保推進本部会議【拡充】
新卒者及び離学者等（中途退学者、未就職卒業者等又は非正規雇用など安定した雇用
に就かないまま卒業した者等）の就職・採用についての検討等に加え、地域の中小企業
等の人材確保に対する支援について協議する。
（旧「静岡新卒者等就職・採用応援本部」
）
■開催予定日：平成 30 年７月 31 日（火）10 時～
■場所：静岡市産学交流センター

６F プレゼンテーションルーム

（静岡市葵区御幸町 3-21）
＜参加メンバー（予定）＞
（行政）・静岡労働局職業安定部（主催）
・静岡県経済産業部

・静岡県文化・観光部

・静岡県教育委員会

・関東経済産業局地域経済部

・ハローワーク静岡、浜松、沼津
（業界団体等）
・静岡県経営者協会

・静岡県商工会議所連合会

・静岡県商工会連合会

・静岡県中小企業団体中央会

・日本労働組合連合会静岡県連合会

・静岡県学生就職連絡協議会

・静岡県職業教育振興会 ・静岡県高等学校長協会
・静岡県私学協会

・しずおか産学就職連絡会

※要望伝達：TEAM SHIZUOKA の業界団体の要望を教育サイドへ伝達
（３）第 10 回静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会
関係行政機関、業界団体が連携し、トラック運転手の荷待ち時間や荷役作業の削減等
による長時間労働を抑制等、トラック輸送における長時間労働改善策の定着を図るとと
もに、業界の労働環境に対する整備について協議する。
■開催予定日：平成 30 年８月２日（木）15 時～
■場所：静岡トラック会館会議室
■議題：ＫＰＩ調査事業の周知方策等について
自動車運送業における「働き方改革」施策等について
＜参加メンバー（予定）＞
（行政）・中部運輸局 ・中部運輸局静岡運輸支局
・静岡労働局 ・関東経済産業局産業部流通サービス産業課
・関東農政局経営事業支援部食品企業課
・静岡県経済産業部労働政策課
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（業界団体等）
・愛知学院大学

・静岡県商工会議所連合会 ・静岡県中小企業団体中央会

・鈴与株式会社

・ジャトコ株式会社

・ウィルポート株式会社

・株式会社タカキュー

・全日本運輸産業労働組合静岡県連合会

・三笠運輸株式会社

・全日本建設交通一般労働組合静岡県本部

２．人材確保に苦慮する企業への支援【新規】
県下全てのハローワークにおいて、人材確保コンシェルジュによるきめ細かな求人者支
援を実施すとともに、静岡県では、
「しずおか人材マッチングサポートデスク」のコーディ
ネーターが支援企業を訪問している。
双方が一体的に実施することにより、支援の充実を図る。
（１）人材確保コンシェルジュとコーディネーターの同行訪問
ハローワークの人材確保コンシェルジュと「しずおか人材マッチングサポートデス
ク」のコーディネーターが同行して企業を訪問し、求職者のニーズを踏まえた助言を
行い、求人を受理しマッチングを図る。
（平成 30 年８月開始予定）
また、ハローワークの県内求人情報を学生情報収集員（静岡県が東京・名古屋に配
置）が県外大学生に情報提供する。（平成 30 年８月開始予定）
（２） 生涯現役窓口と人材確保対策コーナーとの連携（静岡・浜松・沼津）
人手不足業界に関心のある高齢求職者をハローワークの人材確保対策コーナーへ
誘導（集団セミナー実施、個別相談等による）し、マッチングを図る。
（平成 30 年８
月開始予定）
また、人手不足業界に対しては、高齢求職者に配慮した求人の確保を図るため、
高年齢者活用の好事例等を収集して提供する。（平成 30 年８月開始予定）

３．合同就職面接会等の拡充【新規・拡充】
企業の求人充足に効果のある面接会等を様々な形態で開催する。
（１）合同就職面接会の開催（静岡県、業界団体との共催）【拡充】
昨年度と同様、県下３地域において、地域ごとの人手不足業界の企業を参集し、
「運輸・建設・警備」合同就職面接会を開催する。
※トラック協会による VR 体験コーナーを会場内に設置予定
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■開催予定日、場所
＜中部会場＞

日時：平成 30 年 10 月 30 日（火）
場所：ポリテクセンター静岡
（静岡市駿河区登呂３－１‐35）

＜東部会場＞

日時：平成 30 年 10 月 23 日（火）
場所：協同組合沼津卸商社センター
（駿東郡清水町卸団地 203）

＜西部会場＞

日時：平成 30 年 10 月 25 日（木）
場所：浜松市総合産業展示館
（浜松市東区流通元町 20-２）

（２）
「しずおか人材マッチングサポートデスク」支援企業を対象とした面接会の開催【新規】
県内３地域において、面接会を開催し、支援企業と求職者との出会いの場を提供し、
マッチングを図る。
■開催予定日、場所
＜西部会場＞

日時：平成 30 年８月８日（水）
場所：アクトシティ浜松
（浜松市中区中央３丁目９－１）
）

＜中部会場＞

日時：平成 30 年８月 27 日（月）
場所：静岡県産業経済会館
（静岡市葵区追手町 44－１）

※東部会場は 7 月 18 日開催済。
（３）ミニ面接会等の開催
昨年度と同様、県下全ハローワークにおいて、人手不足分野（主に福祉分野）を中
心にミニ面接会を拡充開催する。なお、面接会前の企業ＰＲタイムで、魅力ある職場
であること等求人者がＰＲできる場を設ける。
また、ミニ面接会のため来所したが面接を躊躇する者もいるため、これらの求職者
に対しては企業説明会に誘導する。
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（４）業界団体等と連携した就職相談会等の開催【新規】
① 静岡県及びトラック協会と連携した就職相談会（業界説明会、ミニ面接会）等の
開催
県内９か所のハローワーク会議室等において「トラック就職相談会」を開催し、
トラック協会による業界セミナー、会社説明・ミニ面接会を開催する。（各会場３
～６社） ※７月開催済
また、協会主催で実施する「観光・物産・物流フェア」の場にハローワークコ
ーナーを設置し、運輸業に特化した職業相談・紹介を行う。
■開催予定日
・平成 30 年 11 月
■「観光・物産・物流フェア」の開催予定日、場所
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）、14 日（日）の２日間
場所：ツインメッセ静岡
（静岡市駿河区曲金３-１-10）
② トラック協会と連携した物流の職場体験セミナーの開催
県内３地域において、運送企業の物流センター（現場）見学や大型トラック、
フォークリフトの試乗等により物流業界の仕事について理解を深める。
■開催予定日
・平成 31 年２月
③ トラック協会と連携したトラック乗車体験会の開催
県内２地域において、トラックに乗車できない運転免許所持者で、トラック運
転手の仕事を希望する方や興味のある方を対象に、大型トラック等の乗車体験会
を開催し、トラックの運転に対する不安を解消し、運転の仕事について理解を深
める。
■開催予定日
・平成 31 年１月
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④ 建設業振興基金と連携したセミナーの開催
県内３地域のハローワーク会議室において「建設業の仕事を知ろう」
（セミナー）
を開催し、求職者の建設業に対する理解度を高めるとともに、魅力を伝え関心を深
める。 ※7 月開催済
■開催予定日
・平成 30 年８月～

４．業界団体の魅力発信【新規・拡充】
（１）経済団体・業界団体に対する人材確保の支援
静岡県では、産業人材を確保するための事業を実施する業界団体等に対し、300 万
円を上限に事業費の助成を行っている。
平成 29 年度は、女性が活躍する動画による情報発信による業界のイメージ向上を
促進する事業などに対し、18 団体に助成した。
平成 30 年度は、これまでに 22 団体から企画提案が提出され、７月 20 日に交付決
定を行ったところである。
今後、人材確保対策を実施する意欲のある団体の取組を支援するため、８月下旬か
ら２次募集を行い、新規の企画提案を募ることとしている。
（２）魅力発信の拡大
人手不足業界の魅力を県内全域くまなく伝えるため魅力発信拠点を拡大する。
① ハローワークでの実施【新規】
人材確保対策コーナーや所内待合スペース等において、人手不足業界の魅力を
ＰＲするためのＤＶＤを放映する。（平成 30 年７月より実施）
② しずおかジョブステーションでの実施【新規】
静岡県施設「しずおかジョブステーション」において、人手不足業界の魅力を
ＰＲするためのＤＶＤの視聴を可能にする。
（平成 30 年８月実施予定）
③ 若年者地域連携事業での実施【新規】
ジョブカフェ事業の「若年者地域連携事業」（静岡県と連携）において実施す
る「業界・企業研究セミナー」
「就職支援セミナー」等の休憩時間や待ち時間等に、
人手不足業界の魅力をＰＲするためのＤＶＤを放映する。（平成 30 年８月実施予
定）
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④ 静岡県との連携による「介護の仕事魅力発見ツアー」の開催【拡充】
介護に興味・関心を持つ求職者等を対象に、介護分野の魅力や介護の職場につ
いて理解を深めるための研修を実施し、ハローワーク職員による介護求人等を案内
し、介護分野への就業促進を行う。
■開催予定日
・平成 30 年 11 月～平成 31 年３月
⑤ 自衛隊静岡地方協力本部と連携した実施【新規】
自衛隊隊員（任期制職員）を対象とした合同企業説明会に「運輸」「建設」「福
祉」分野のブースを設置し、各業界団体の担当者から業界アピールや仕事内容の説
明を実施する。（７月開催済）

５．Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職希望者に対する支援【新規】
静岡県等が首都圏（東京）で行う県内移住希望者の相談を、より一層充実させるため、
仕事（就職）に係る部分についてハローワーク・労働局が支援する。
（１）
「静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンター」及び「静岡県移住相談センター」における
求人票の提供
ハローワークの求人において「ＵＩＪターン者受入可能求人」を開拓し、月 2 回一
覧表にまとめ、静岡県が東京都内に設置している「静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセ
ンター」に提供しマッチングに活用する。（平成 30 年８月開始予定）
（２）静岡県とハローワークが連携した移住、就職相談会の実施
静岡県が主催する移住定住相談会に、ハローワークコーナーを設置して移住希望者
の就職相談・紹介を行う。

※7 月開催済

■「伊豆半島移住相談会」開催予定日、場所
対象：伊豆半島への移住を検討している方
日時：平成 30 年 10 月 21 日（日）11：30～17：00
場所：移住・交流情報ガーデン
（東京都中央区京橋１-１-６）
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（３）市町とハローワークが連携した移住、就職相談会の実施
ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターから施設を借り受け実施している自治体の移
住セミナーに、ハローワークコーナーを設置して移住希望者の就職相談・紹介を行う。
■開催予定日
・平成 31 年１～３月

６．外国人留学生に対する就職支援【新規】
県内の大学等で培った知識・技術を生かし、卒業後も県内で就職することを希望する外
国人留学生と外国人留学生が持つ専門性に期待する県内企業の採用活動を支援する。
（１）県内就職希望の外国人留学生に対するセミナー等の開催
ハローワーク静岡「留学生コーナー」等が大学、事業主団体等と連携し、日本にお
ける雇用慣行、県内産業・企業説明をテーマにしたセミナー等を開催する。
■開催予定日
・平成 31 年１～３月
（２）静岡県との連携による外国人留学生を対象とした施設見学バスツアーの開催
介護に興味・関心を持つ留学生を対象に、介護施設等をバスツアーで回り、介護人
材の確保を図る。
■開催予定日
・平成 31 年２月
（３）静岡大学・静岡県国際交流協会と連携した外国人留学生に対するセミナーの開催
しずおかジョブステーションが、静岡大学・静岡県国際交流協会と連携し、外国人
留学生に対し、日本のビジネスマナー等を学んでもらうセミナーを開催する。
■開催予定日
・平成 30 年 12 月
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７．個々の求職者、企業に応じた支援【新規】
求職者及び求人者のニーズに沿った就職・充足支援を行う。
（１）しずおかジョブステーションのガイダンスの開催
① 女性のお仕事応援フェア
女性を対象に、就職相談、適職診断、職業相談等を実施するイベントを開催し、
再就職に向けた支援を実施する。
■開催予定日
・平成 31 年１月
② セカンドキャリア応援ガイダンス
退職したシニア層や在職中のセカンドキャリアに関心がある概ね 50 歳以上の方
を対象に、定年後の働き方や社会参加のあり方を提案する。
■開催予定日
・平成 30 年 11 月
（２）保育・介護のお仕事就職相談会の開催
静岡所人材確保対策コーナー、マザーズハローワークによる「保育・介護のお仕
事

就職相談会」を開催する。なお、相談会は、子育て中の女性等が相談しやすい

よう託児コーナーを設け、家庭生活と仕事の両立が可能な保育・介護職のパート求
人を中心として開催する。

※7 月開催済

■開催予定日
・平成 31 年１月
（３）おしごと相談会（パート）の開催
ハローワーク静岡人材確保対策コーナー、マザーズハローワークによる「おしご
と相談会」を開催する。なお、相談会は、子育てに理解のある事業所の求人を揃え、
家庭生活と仕事の両立が可能なパート求人を中心として開催する。
また、相談会当日には、「こども園・子育てに関する相談」ブース設け、仕事と
子育ての両面から支援をする。
■開催予定日、場所
日時：平成 30 年８月 30 日（木）11：00～14：00
場所：静岡市産学交流センターペガサート６F
（静岡市葵区御幸町３－21）
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プレゼンテーションルーム

８．求職者の掘り起こし【新規】
ハローワークを利用していない潜在求職者（主に若年層）を対象に、仕事に興味・関
心を持たせ、中小企業や業界団体の魅力を伝える「建設業・運輸業魅力発見ツアー」を
県下各会場で計 12 回開催する。参加者についてはハローワークへ誘導（求職申込）し、
人材不足分野のマッチングを促進する。
■開催地域、計画数
・

沼津又は三島地域

２回（運輸業１回・建設業１回）

・

富士又は富士宮地域

２回（運輸業１回・建設業１回）

・

静岡市

２回（運輸業１回・建設業１回）

・

藤枝又は焼津地域

２回（運輸業１回・建設業１回）

・

掛川又は磐田地域

２回（運輸業１回・建設業１回）

・

浜松市

２回（運輸業１回・建設業１回）
定員：各回 20 名、計 240 名

■開催予定日
・平成 30 年８月～12 月

９．関連業界団体の取組
（１）働き方改革の実現に向けた取組により魅力ある職場づくりの推進
（２）中学生、高校生のインターンシップ受け入れ
（３）高校生を対象とした職場体験ツアー
（４）高校での職業講話
（５）ハローワークと連携したセミナー及び就職面接会開催
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（別紙）
＜平成 30 年度実績＞
■「しずおか人材マッチングサポートデスク」支援企業を対象とした面接会の開催
日時：平成 30 年７月 18 日（水）
場所：プラサヴェルデ （沼津市大手町１－１－４）
（参加企業数 12 社、参加求職者数 18 名）

■静岡県及びトラック協会と連携した就職相談会（業界説明会、ミニ面接会）等の開催
・ハローワーク掛川

7 月 2 日（月） （参加企業数 ５社、参加求職者数 16 名）

・ハローワーク沼津

7 月 6 日（金） （参加企業数 ７社、参加求職者数 17 名）

・ハローワーク清水

7 月 11 日（水） （参加企業数 ５社、参加求職者数 37 名）

・ハローワーク島田

7 月 13 日（金） （参加企業数 ５社、参加求職者数 12 名）

・ハローワーク富士宮

7 月 18 日（水） （参加企業数 ３社、参加求職者数 ７名）

・ハローワーク静岡

7 月 20 日（金） （参加企業数 ５社、参加求職者数 24 名）

・ハローワーク三島

7 月 23 日（月） （参加企業数 ４社、参加求職者数 10 名）

・ハローワーク磐田

7 月 24 日（火） （参加企業数 ４社、参加求職者数 12 名）

・ハローワーク浜松

7 月 25 日（水） （参加企業数 ９社、参加求職者数 18 名）

■建設業振興基金と連携したセミナーの開催
・ハローワーク静岡

７月 10 日（火） （参加者数 ７名）

・ハローワーク沼津

７月 11 日（水） （参加者数 10 名）

・ハローワーク浜松

７月 12 日（木） （参加者数 33 名）

■保育・介護のお仕事就職相談会の開催
日時：平成 30 年 7 月 17 日（火）13：30～15：30
場所：静岡市産学交流センターペガサート６F プレゼンテーションルーム
（参加企業数８社、参加求職者数 11 名）

■自衛隊静岡地方協力本部と連携した実施
対象：御殿場市、小山町にある駐屯地（計４ヶ所）に在籍し、任期満了予定隊員
日時：平成 30 年 7 月 12 日（木）12：30～16：00
場所：御殿場時之栖 （御殿場市神山 719）
（参加隊員数 76 名）

■静岡県とハローワークが連携した移住、就職相談会の実施
「伊豆半島で暮らす・働くセミナー」
対象：伊豆の暮らしに興味がある静岡県外に在住の 20～40 代の方
日時：平成 30 年 7 月 22 日（日）11：30～14：15
場所：東京交通会館６階「LEAGUE 有楽町」
（東京都千代田区有楽町 2-10-1）
（参加者数 33 名）
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