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 滋賀労働局・京都労働局・大阪労働局・兵庫労働局・

奈良労働局・和歌山労働局  同時発表資料  

    

  
担 

当 

和歌山労働局職業安定部職業安定課 

課   長  山下 博己 

課長補佐  福岡 信一 

電   話  ０７３-４８８-１１６０（直通） 

和歌山労働局発表 

平成２４年 ３月１日１４時解禁 

  

 

「中堅・中小企業の魅力発見！ｆｅｓｔａ２０１２」を開催します 

～大学等キャリアセンター（就職部）担当者及び平成２５年３月大学等卒業予定者対象～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開催日時 平成２４年３月８日（木） 

  １２時００分～１７時００分 

 

２ 開催場所 梅田スカイビル アウラホール（タワーウエスト１０階） 

  （大阪市北区大淀中１－１－８８） 

 

 

厳しい雇用情勢が続く中でも大学生の大企業志向は強く、中堅・中小企

業の中には人材が不足しているにも関わらず、学生が集まらないという雇

用のミスマッチが起こっています。 

このような現状を踏まえて、近畿２府４県の労働局が連携し、中堅・中

小企業の人材確保に寄与するため、中堅・中小企業人事担当者と大学等の

キャリアセンター（就職部等）担当者との交流の場として「中堅・中小企

業と大学等との情報交換会」及び学生に対して就職活動の幅（視野）を広

げ、会社規模のみにとらわれない職業選択についての理解を深めていただ

けるよう「平成２５年３月大学等卒業予定者向け中堅・中小企業説明会」

を開催します。 
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３ 内   容 第一部 １２時００分～１４時００分 

  「中堅・中小企業と大学等との情報交換会」 

中堅・中小企業の人事担当者と大学等キャリアセンター（就職部）担当者を対

象にした情報交換会です。企業からは業況・人材戦略等の説明や魅力を発信

し、大学等からは学校の特徴やキャリア教育等に関する情報を発信します。 

  第二部 １４時３０分～１７時００分 

  「平成２５年３月大学等卒業予定者向け中堅・中小企業説明会」 

平成２５年３月卒業予定の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等の学

生を対象とした合同説明会です。中堅・中小企業の人事担当者から企業の魅

力等の情報収集ができます。 

 

 ４ 各種コーナー   ①就職活動なんでも相談コーナー 

滋賀労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、奈良労働局、和歌山

労働局の新卒応援ハローワークによる相談コーナーを設置します。 

②経済団体コーナー 

大阪府中小企業団体中央会、大阪商工会議所、社団法人大阪府雇用開発

協会、財団法人兵庫県雇用開発協会による相談コーナーを設置します。 

 

５ 参加者等 中堅・中小企業人事担当者（参加企業７０社）（予定） 

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等のキャリアセンター（就職部等） 

担当者 

平成２５年３月卒業予定の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等の学生 

 

６ 主   催 厚生労働省、滋賀労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、奈良労働

局、和歌山労働局、ハローワーク（公共職業安定所）、近畿経済産業局、関西学

生就職指導研究会、社団法人大阪府雇用開発協会、財団法人兵庫県雇用開発

協会 

 

７ 協   力 滋賀新卒者就職応援本部、京都新卒者就職応援本部、大阪新卒者就職応援本

部、兵庫新卒者就職応援本部、奈良新卒者就職応援本部、和歌山新卒者就職

応援本部、公益社団法人関西経済連合会、大阪商工会議所、大阪府中小企業

団体中央会 

 

 



 

 
 
 
 

開催日時：平成２４年３月８日（木） 
    １４：３０～１７：００（受付１４：００～） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆メニュー◆ 
 ①企業説明ブース…７０社の参加企業による説明が受けられます。 
 ②就職活動なんでも相談コーナー … 新卒応援ハローワークの  
   職員が就職に関するあらゆる相談を受け付けます。 
 

◆場  所◆ 
  梅田スカイビル アウラホール（タワーウエスト１０F） 
  大阪市北区大淀中１－１－８８ 
 

◆対  象◆  
  平成２５年３月大学・短大・高等専門学校・専修学校等を卒業予  
  定の方 
 

◆参加方法◆ 
  各労働局ホームページから参加票を印刷または裏面の参加票 
  にご記入の上、当日会場受付へ提出してください。 
  
   

 
   

 
 
   
   
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
参加費無料 

 

 
主催：厚生労働省、滋賀労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、奈良労働局、和歌山労働局、ハローワーク（公共職業安定  
    所）、近畿経済産業局、関西学生就職指導研究会、社団法人大阪府雇用開発協会、財団法人兵庫県雇用開発協会 
協力：滋賀新卒者就職応援本部、京都新卒者就職応援本部、大阪新卒者就職応援本部、兵庫新卒者就職応援本部、奈良新卒者就 
    職応援本部、和歌山新卒者就職応援本部、公益社団法人関西経済連合会、 大阪商工会議所、大阪府中小企業団体中央会 
     

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

「平成２５年３月大学等卒業予定者向け 
中堅・中小企業説明会」 

 

中堅・中小企業が７０社（参加予定）が出席！ 
事業内容等の説明をきいて中堅・中小企業の魅力を発見してく
ださい。 
参加は無料です。 
 

※当日１２：００～１４：００は大学等のキャリアセンターと中堅・中小企
業をつなぐイベント「中堅・中小企業と大学等との情報交換会」も開催し
ます。 

 
 

         
               

 
 
 
 
 



 
  ※当日は混雑することも予想されるため、事前に参加票をご記入の上、ご来場ください。 

筆記用具 ・ 参加票 
携
行
品 

 

 
 
 
 
 

お問い合わせは、新卒応援ハローワークへ。 
 

 

 
 
 
 
 

所在地 
 

名称 
 

住所 電話番号 開庁日・時間 

滋賀 大津新卒応援ハローワーク 大津市梅林１－３－１０ 滋賀ビル５階 ０７７－５２１－０６００ 平日８：３０～１７：００ 

※大津新卒応援ハローワークは平成２４年３月１９日（月）より場所が移転します。 
●移転先住所 ： 草津市西渋川１－１－１４ 行岡第一ビル４階   ●移転先電話番号 ：  077－563－0301   ●開庁日・時間 ： 平日９：００～１７：００   
 なお、３月１９日（月）は１３時３０分から開庁いたします。         

京都 京都新卒応援ハローワーク 京都市中京区烏丸御池上ル二条殿町５
５２     明治安田生命京都ビル１階 

０７５－２５６－８６０９ 平日８：３０～１７：１５ 
 

大阪 大阪新卒応援ハローワーク 
 

大阪市北区角田町８－４７        
阪急グランドビル１８階 

０６－４９６３－４７０３ 平日１０：００～１８：３０ 
土曜１０：００～１８：００ 

梅田新卒応援ハローワーク 
 

大阪市北区梅田１－２－２                      
大阪駅前第２ビル１６階 

０６－６３４４－８６０９ 平日８：３０～１７：１５ 
 

兵庫 神戸新卒応援ハローワーク 
 

神戸市中央区東川崎町１－１－３        
神戸クリスタルタワー１２階 

０７８－３５１－３３７１ 平日１０：００～１９：００ 
 

三田新卒応援ハローワーク 
 

神戸市中央区小野柄通７－１－１          
日本生命三宮駅前ビル１１階 

０７８－２３１－８６１６ 平日１０：００～１９：００ 
 

奈良 奈良新卒応援ハローワーク 
 

奈良市法蓮町３８７番地 奈良第３地方
合同庁舎１階ハローワーク奈良内 

０７４２－３６－１６０２ 平日８：３０～１７：１５ 
 

和歌山 わかやま新卒応援ハローワーク 
 

和歌山市本町２－４５ ０７３－４２１－１２２０ 月・水・木・金・土    
９：３０～１８：００ 
 

平成２５年大学等卒業予定者向け中堅・中小企業説明会 参加票 
フ リ ガ ナ   性 別 

氏     名   男 女 

生 年 月 日 昭 和  ・  平 成        年      月       日 

住    所 

〒        － 

電 話 番 号 自 宅          －        － 携 帯           －         － 

学 校 名    学部・学科   

卒業予定年月日 西暦  ２０    年     月   メールアドレス 
  
  

希望する仕事  専門・技術     事務     販売     営業     製造     その他（              ） 

                      
キリトリ 

                          

※参加票の記載内容については、当説明会及び就職支援以外の目的で使用することはありません。 



企　　業　　名 所　在　地 業　種
株式会社桑原組 滋賀県高島市 建設業

新旭電子工業株式会社 滋賀県高島市 製造業
日伸工業株式会社 滋賀県大津市 製造業

コマツキャブテック株式会社 滋賀県蒲生郡 建設機械器具製造
扶桑工業株式会社 滋賀県長浜市　他 製造業 （生産用機械器具製造業）

呉羽テック株式会社 滋賀県栗東市 製造業(不織布の製造販売)
株式会社清水合金製作所 滋賀県彦根市 一般機械器具製造業

旭金属工業株式会社 京都府京都市 航空・宇宙器機部品製造加工業

株式会社鼓月 京都府京都市 和菓子製造販売
株式会社わものや 京都府京都市 呉服、和装小物を中心に店舗での小売業

京都タワー株式会社 京都府京都市 ホテル業
インフォテック株式会社 京都府京田辺市 制御系ソフト・システム開発

コフロック株式会社 京都府京田辺市 精密機器製造業
高槻電器工業株式会社 京都府久世郡 電子部品製造

応用電機株式会社 京都府城陽市 電気機械器具製造業
京都電測株式会社 京都府八幡市 製造業

株式会社東研サーモテック 大阪府大阪市 製造業
新興化成株式会社 大阪府大阪市 製造業（プラスチックの着色、コンパウンド加工）

株式会社ビーバーハウス 大阪府大阪市 住宅・不動産業
枚岡合金工具株式会社 大阪府大阪市 製造業、ＩＴ

株式会社タブチ 大阪府大阪市 水道器具製造業
ヴイストン株式会社 大阪府大阪市 製造業

関電プラント株式会社 大阪府大阪市 建設業
株式会社合通 大阪府大阪市 総合物流業

株式会社日本電機研究所 大阪府大阪市 製造業
株式会社共和 大阪府大阪市 製造業

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 大阪府大阪市 医療業
井原築炉工業株式会社 大阪府大阪市 建設業

株式会社成学社 大阪府大阪市 教育サービス業
モリテックスチール株式会社 大阪府大阪市 製造業

株式会社久門製作所 大阪府大阪市 卸売業
明和グラビア株式会社 大阪府東大阪市 製造業

山本光学株式会社 大阪府東大阪市 製造業
井藤漢方製薬株式会社 　　大阪府東大阪市　他　　 医薬・食品等製造

株式会社ピカコーポレイション 大阪府東大阪市 製造業
株式会社仁張工作所 大阪府東大阪市 別注スチール家具、什器の製造、精密板金加工

山陽株式会社 大阪府八尾市 製造業
飯田金属工業株式会社 大阪府八尾市 製造業

コーマ株式会社 大阪府松原市 製造業（靴下）
株式会社サンコー 大阪府四条畷市　他 金属加工、金属フレキシブル製品の加工販売

ダイネツグループ（株式会社ダイネツ・ダイネ
ツ商事株式会社・三洋金属熱錬工業株式会社）

大阪府堺市
金属熱処理加工

各種鋼板・鋼帯の販売及び加
工

株式会社ダイドー 大阪府河内長野市 住宅建材・設備製造
株式会社オクヒラ 大阪府大阪狭山市 小売業
神港精機株式会社 兵庫県神戸市 製造業（機械器具製造）

株式会社兼廣 兵庫県神戸市 建設機械車体部品製造
日清鋼業株式会社 兵庫県神戸市 鉄鋼・非鉄金属関連業

株式会社洲本整備機製作所 兵庫県洲本市 機械製造業
ホテルニューアワジグループ 兵庫県洲本市 リゾート業（ホテル・旅館業）

株式会社井上鉄工所 兵庫県姫路市 製造業
アンビック株式会社 兵庫県姫路市 製造業（繊維工業）

『中堅・中小企業の魅力発見！ｆｅｓｔａ２０１２』　参加予定企業一覧



株式会社ダイセキ 兵庫県明石市 機械設計業
伊丹産業株式会社 兵庫県伊丹市 生活総合商社

オークラ工業株式会社 兵庫県加古川市 機械器具製造業
日本テクノロジーソリューション株式会社 兵庫県高砂市 テクノロジー事業、ソリューション事業

株式会社川嶋建設 兵庫県豊岡市 総合建設業
近畿工業株式会社 兵庫県三木市 製造業
甲南電機株式会社 兵庫県西宮市 一般機械器具製造業

株式会社多田スミス 兵庫県朝来市 製造業
株式会社森長組 兵庫県南あわじ市 建設業

株式会社ＭＳＴコーポレーション 奈良県生駒市 製造業
株式会社理想実業（どうとんぼり神座） 奈良県北葛城郡 フードサービス

光洋サーモシステム株式会社 奈良県天理市 製造業
福西メリヤス株式会社 奈良県大和高田市 製造業

株式会社三晃 奈良県大和郡山市 食品製造業
アクロナイネン株式会社 和歌山県和歌山市 機械部品製造

国土建設株式会社 和歌山県和歌山市 建設業
株式会社サンレックス 和歌山県和歌山市 ＩＴ情報サービス業

株式会社メイワ 和歌山県紀の川市 製造業
竹島鉃工建設株式会社 和歌山県有田郡 製造業（鋼構造物の設計・施工）
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