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ⅠⅠⅠⅠ        沿沿沿沿            要要要要   （１）昭和４７年 ４月 １日  昭和４７年奈良県条例第２９号により、奈良県内職公共職業補                   導所を奈良市池之町１番地 奈良県庁分室内に設置  （２）昭和４７年１１月 ６日 奈良市大森町５７番地１２ 奈良総合庁舎内に移転  （３）昭和４９年  ４月 １日  昭和４９年奈良県条例第２６号により、奈良県内職相談センタ                   ーと名称変更  （４）昭和５４年  ４月  １日  昭和５４年奈良県条例第２７号により、奈良県婦人就業サービ                               スセンターと名称変更  （５）昭和５９年  ５月  １日  奈良県婦人パートコーナーを奈良県婦人就業サービスセンター                               内に設置  （６）昭和６０年  ９月  ２日  奈良市登大路町１０番地１ 奈良県婦人会館内に移転  （７）昭和６３年  ６月  １日  橿原市内膳町５丁目２－３７ 堀本駅前ビル内に奈良県婦人就                               業相談所を設置  （８）昭和６３年  ６月３０日  奈良県告示第２１７号により、奈良県婦人就業サービスセンターが、かい指定され、７月１日から施行  （９）平成  ２年１０月  １日  奈良県婦人就業相談所及び奈良県パートバンクを橿原市八木町                             １丁目６－１草楽ビル内に移転  （10） 平成  ８年  ３月１１日  奈良県婦人就業サービスセンターと奈良県婦人パートコーナー                             を奈良市西木辻町９３番６ エルトピア奈良内に移転  （11）平成１１年  ４月  １日  奈良県婦人パートコーナーを奈良県パートコーナーと名称変更  （12）平成１２年  ４月  １日  地方分権一括法の施行に伴い奈良県パートコーナー、奈良県パ                               ートバンクを廃止  （13）平成１４年  ３月３１日 奈良県婦人就業サービスセンターを廃止  （14）平成１４年 ４月 １日 奈良県奈良しごと センターと奈良県高田しごと センターを設置  （15）平成１６年 ５月２０日  ならジョブカフェ（ヤングコーナー）を奈良県奈良しごと センター内に設置  （16）平成２１年 ２月２５日 奈良県地域就職支援センターを奈良県奈良しごと センター内に設置  （17）平成２１年 ４月 １日 生活・就労相談窓口を奈良県地域就職支援センター（奈良県奈                良しごと センター）内に開設  （18）平成２１年 ７月１３日 生活・就労相談窓口を奈良県求職者総合支援センター(八木パ                ートバンク）内に開設  （19）平成２３年 ６月 １日 奈良県無料職業紹介所を奈良県奈良しごと センター内に開設   （20) 平成２３年  ６月  ８日 子育て女性就職相談窓口を奈良県奈良しごと センター内に設置、母子家庭等就業・自立支援センター(愛称:スマイルセンター)を同センターに移転  （21) 平成２４年  ３月３１日  奈良県地域就職支援センター及び奈良県求職者総合支援センター内の生活・就労相談窓口を廃止  （22）平成２５年 ６月 ３日 高田しごと センターを奈良産業会館３階に移転し、同センター内に無料職業紹介所を開設 
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ⅡⅡⅡⅡ        概概概概            要要要要      １１１１    名称名称名称名称・・・・位置位置位置位置・・・・設立年月日設立年月日設立年月日設立年月日    (１)  奈良しごと センタ－・ 奈良市西木辻町９３－６(エルトピア奈良内) ・平成１４年４月１日    (２)  高田しごと センタ－・ 大和高田市幸町２－３３(奈良県産業会館内) ・平成１４年４月１日 ※但し講習室は、大和高田市西町のエルトピア中和内            ２２２２    設置設置設置設置のののの目的目的目的目的        就業を希望する県民に対し、就業の機会の拡大を図るため、就業に必要な情報提供と技術講習等を    実施し、併せて職業に関する広範な相談・指導等を行い、県民の雇用促進を図る。          ３３３３    施設施設施設施設のののの概要概要概要概要   (１)  奈良しごと センタ－          建物 (鉄筋コンクリ－ト３階建 エルトピア奈良の１階の一部)            ・事務室・無料職業紹介所            (・スマイルセンター・子育て女性就職支援窓口)             １０４．７１㎡            ・地域就職支援センター                       ６５．８４㎡                (一般就業相談コーナー・内職あっせんコーナー・ハローワークコーナー)            ・な ら ジ ョ ブ カ フ ェ                         １０９．２１㎡            ・倉     庫                          １９．９５㎡                 ＜平面図＞                (２)  高田しごと センタ－          建物 (鉄筋コンクリ－ト５階建 奈良県産業会館の３階の一部)           ・事務室・無料職業紹介所             １０７．０㎡            ・倉         庫               ６．６㎡      ＜平面図＞             

トレーニングトレーニングトレーニングトレーニングルームルームルームルーム
玄関 ＥＶ 奈良労働会館事　　務　　室ならならならならジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェ・・・・事務室事務室事務室事務室・・・・無料職業無料職業無料職業無料職業　　　　紹 介 所紹 介 所紹 介 所紹 介 所

男子トイレ 女子トイレ多目的トイレ 給湯室ＵＰ地域地域地域地域就職支援就職支援就職支援就職支援センターセンターセンターセンター

・・・・無料職業紹介所無料職業紹介所無料職業紹介所無料職業紹介所    ・・・・事務室事務室事務室事務室    
 

・事務室 ・無料職業紹介所 (・ｽﾏｲﾙｾﾝﾀー  ・子育て女性就職支援窓口) 

２



       建物 (鉄筋コンクリ－ト２階建 エルトピア中和の一部)           ・講 習 室                             ７０．０㎡                ＜平面図＞                         ４４４４        業 務 内 容業 務 内 容業 務 内 容業 務 内 容                             雇用・就業機会の創出支援のために「しごと センター」を開設し、就業を希望する県民に対し、就 業・職業・労働に関する広範な情報の提供、就職に関する相談などの総合的窓口としての事業を運営する。    ((((１１１１））））就業相談事業就業相談事業就業相談事業就業相談事業         就業に関する総合相談窓口として、「しごと相談ダイヤル」による電話及び窓口での就業全般にわたる相談・情報提供と内職のあっせん・紹介。               （（（（２２２２））））就職支援技術講習事業就職支援技術講習事業就職支援技術講習事業就職支援技術講習事業                就職を希望する県民に就職機会の拡大を図るため、必要な知識・技術を付与するためのパソコンを中心とした技術講習を実施。    （（（（３３３３））））若年者支援事業若年者支援事業若年者支援事業若年者支援事業              若年者の就職支援のため「ならジョブカフェ」において、セミナー、イベント及びキャリアコンサルタントによる相談等を実施。    （（（（４４４４））））無料職業紹介事業無料職業紹介事業無料職業紹介事業無料職業紹介事業          県内企業の人材確保ニーズに応じ、県内で働きたい方との雇用のマッチングを行い、就業の機会を提供。   （（（（５５５５））））職業情報提供事業職業情報提供事業職業情報提供事業職業情報提供事業             仕事に関する （インフォメーション）センターとして、各種情報提供とインターネットによる求人検索・パソコンを使っての職業興味検査を実施。           

高田地区友愛連絡会 中和地域協議会男子トイレ
D

N 女子トイレ
労働会館 小会議室Ａ労働会館中会議室

給湯室講講講講    習習習習    室室室室 

3



    ５５５５    組織構成組織構成組織構成組織構成                                          ６６６６        予算予算予算予算のののの概要概要概要概要（（（（平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度））））     事  業  名 予算額(単位：千円) 事  業  内  容 若年者雇用対策推進事業 若年者雇用対策強化事業 就職支援技術講習事業 職業紹介推進事業 ｢奈良で働くﾌｪｱ」県外大学連携事業 若年者職場実習事業 労働市場創出対策事業 しごと センター運営事業  

   １，１２１  １，２０３   ３，５４２    ３，０２０   ２，０００   １，５００    ４，７５１   １，６５３ 
若年者の就職支援 若年者の就職支援を強化 奈良・高田しごと センターの技術講習の実施 雇用のマッチング支援 京阪神の大学で県内企業の企業合同説明会を実施 未就職者及びフリーターの職場実習を実施 高田しごとiセンター移転及び無料職業紹介所新設 奈良・高田しごと センターの運営管理 事 業 合 計   １８，７９０                          

産業・雇用振興部 雇用労政課 奈良しごと センタ－ な ら ジ ョ ブカ フ ェ 無 料 職 業 紹 介 所 高田しごと センタ－ 無 料 職 業 紹 介 所 

４



７７７７        事 務 分 掌事 務 分 掌事 務 分 掌事 務 分 掌       役 職 名 係名及び係長名 所    掌     事     務  奈良しごと ｾﾝﾀｰ所長  １名 (電話 0742‐   23‐5729）                

 企画・人材確保支援係   係長(事)  １名  主査(事)  １名  主任主事(事)１名  嘱託     ９名 
 １ しごと センターの事業の企画運営に関すること ２ しごと センターの管理運営に関すること ３ 財務会計に関すること ４ 職員の給与、服務、福利厚生に関すること ５ 庶務全般に関すること ６ 就業相談、キャリアカウンセリングに関すること  ７ 就業相談業務システムに関すること       ８ 就業相談データシステムに関すること ９ 就業相談ステーション事業に関すること 10 就業の情報提供に関すること     11 内職に関すること 12 技術講習に関すること 13 ならジョブカフェの運営に関すること 14 ならジョブカフェ運営協議会に関すること 15 若年者の就職を支援するための ｾﾐﾅｰ・ｲﾍﾞﾝﾄの開催に関す  ること 16 職業紹介事業に関すること 17 求職者登録に関すること  18 求人開拓に関すること  19 奈良で働くフェアに関すること 20 大学訪問支援に関すること 21 職業紹介事業データ管理に関すること    22 ジョブならネットに関すること 23 各事業の広報に関すること 24 業務概要等の発行に関すること 25 関係機関等の連絡調整に関すること   役 職 名 係名及び係長名 所    掌     事     務  高田しごと ｾﾝﾀｰ所長    １名    (電話 0745‐   24‐2007）  

 人材確保支援係   主査(事) １名  嘱託    ４名    
 １ しごと センターの管理運営に関すること ２ 庶務全般に関すること ３ 職員の給与、服務、福利厚生に関すること ４ 職業紹介事業に関すること ５ 若年者職場実習に関すること ６ 就業相談に関すること ７ 就業のための調査及び情報の提供に関すること ８ 内職に関すること ９ 技術講習に関すること 10 動向調査に関すること 11 キャリアカウンセリングに関すること 12 関係機関等の連絡調整に関すること  
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ⅢⅢⅢⅢ            平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度    事業計画事業計画事業計画事業計画      １１１１    相談業務相談業務相談業務相談業務のののの実施実施実施実施    ● センター相談窓口 施 設 名  相 談 業 務   奈良しごと センター  ０７４２－２３－５７２９   高田しごと センター ０７４５－２４－２００７ しごとしごとしごとしごと相談相談相談相談ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル     ・就業全般にわたる相談・情報     提供 ・内職のあっせん 月～土曜日 ９時～１７時  （祝・休日・年末年始除く）   ０７４２－２３－５７３０  月～土曜日 ９時～１７時  （祝・休日・年末年始除く）  ０７４５－２４－２０１０  キャキャキャキャリアコンサルタントリアコンサルタントリアコンサルタントリアコンサルタントによるによるによるによる相相相相談談談談        ・就業全般にわたる相談・情報  提供（予約制） 月～土曜日  ９時～１７時  （祝・休日・年末年始除く）   ０７４２－２３－５７３０      「ならジョブカフェ」 月～土曜日１０時～１８時 （祝・休日・年末年始除く） ０７４２－２３－５７３０  
月～土曜日  ９時～１７時  （祝・休日・年末年始除く）  ０７４５－２４－２０１０  

無料職業紹介無料職業紹介無料職業紹介無料職業紹介     ・県内企業の求人相談及び  県内企業への就職希望者の   求職相談     月～金曜日 ９時～１７時  （祝・休日・年末年始除く）  ０７４２－２３－５７２９  月～金曜日 ９時～１７時  （祝・休日・年末年始除く） ０７４５－２４－２００７    ●その他の窓口 施 設 名     相 談 業 務    奈良しごと センター  ０７４２－２３－５７２９ 高田しごと センター ０７４５－２４－２００７ 奈良県地域就職支援奈良県地域就職支援奈良県地域就職支援奈良県地域就職支援センターセンターセンターセンター    ・求人情報の閲覧 ・仕事の紹介 月～金曜日８時３０分～１７時  （祝・休日・年末年始除く）  ０７４２－２５－３７０８   労働相談労働相談労働相談労働相談    ・労働・労使・労務管理等    すべての労働問題に対する  相談         第２月曜日 第４土曜日     １３時～１７時  ０７４２－２６－６９００   子育子育子育子育てててて女性就職相談窓口女性就職相談窓口女性就職相談窓口女性就職相談窓口    ・就職相談 ・セミナー・意見交換会 ・子育て関連情報等の提供 ・中南和での出張相談         月～土曜日 ９時～１７時  （祝・休日・年末年始除く）  ０７４２－２４－１１５０   
母子家庭等就業母子家庭等就業母子家庭等就業母子家庭等就業・・・・自立支援自立支援自立支援自立支援センタセンタセンタセンターーーー（（（（スマイルセンタースマイルセンタースマイルセンタースマイルセンター））））    ・就職相談 ・求人情報の提供    ・就業支援講習会    ・出張相談        

月～土曜日 ９時～１７時  （祝・休日・年末年始除く）  ０７４２－２４－７６２４  
    ２２２２    各種就業情報提供各種就業情報提供各種就業情報提供各種就業情報提供のののの実施実施実施実施         ・ 求人情報の提供        ・ ハローワークの求人情報の提供        ・ ハローワーク等の連携による各種就業情報、職業訓練情報の提供        ・ 内職の紹介     ・ 就職に関する雑誌や書籍等の閲覧        ・ 広報誌「しごと センターだより」の発行                 年１回 ６，０００部発行     ６



３３３３    技術講習技術講習技術講習技術講習のののの開催開催開催開催         就職を希望する県民を対象に、就業に必要な技術を身につけることで就業の機会が広がるよう、技術講習を実施。     今年度は下表実施計画のとおり、２科目６コース（定員１６８人）を実施予定。      相談員（キャリアコンサルタント）が就業相談やセミナー実施、情報提供など、各人の希望条件により、ハローワーク等と連携を図りながら、適職適業の道が開かれるよう支援する。  ●技 術 講 習 実 施 計 画            【【【【パソコンパソコンパソコンパソコン講習講習講習講習】】】】

【【【【医療事務講習医療事務講習医療事務講習医療事務講習】】】】
奈良 高田

※１　奈良県職業能力開発協会コンピュータサービス技能評価試験表計算部門３級の評価試験があります。　※２　医療事務の認定試験が講習期間外にあります。

　　　　パソコンの使い方や簡単な案内状などの作成　　　　表計算の方法を学びます 　　　　表計算やグラフなどの作成方法を学びます。　　　　最終日に評価試験を行います　※１８日間　　9:15～16:00　 （土・日除く） １２日間　　9:15～16:00　 （土・日・祝日除く）   １３，５００円（別途、テキスト代・受験料必要）講　習　期　間 申 込 受 付 日　７月１１日（木）～　７月２３日（火） ６月２５日（火）　９：００～１７：００６月２６日（水）　９：００～１２：００
   ９，２００円　（別途、テキスト代必要）コ　ー　ス　名第２回　 入門コース 　２月１８日（火）～　３月　５日（水）第３回　 エクセルコース入門コース

講習会場・定員期 間

エクセルコース　　　短期間でエクセル３級レベルまで習得しますエクセルの基礎知識のある方
入門コ ース　　エクセルやワードの基礎知識、簡単な文書の作　　成方法を学びます　パソコン初心者の方

講 習 内 容
１０月　９日（水）　９：００～１７：００１０月１０日（木）　９：００～１２：００１月１５日（水）　９：００～１７：００１月１６日（木）　９：００～１２：００　２月　４日（火）～　２月１４日（金）第４回　

対 象 者
　７月２５日（木） ９：００～１２：００回　次受　　講　　料

受　　講　　料講習会場・定員第１回　

コ ー ス 名
対 象 者

回　次
講 習 内 容期 間

○

エルトピア中和内　高田しごとiセンター講習室 　　　各　２４名

講　習　期　間

１１月１８日（月）～　１１月２７日（水）入門コース

　７月２４日（水） ９：００～１７：００ 会場申 込 受 付 日 　９月２６日（木） ９：００～１２：００　 ９月２５日（水） ９：００～１７：００第２回　 １０月１７日（木）～１１月１２日（火）第１回　 ８月２０日（火）～　９月１３日（金）
診療報酬請求事務　　　　　※２　　　　　　診療報酬明細書を作成するために必要な知識を学び、パソコンに　　　　　　よる請求事務の実習を行います。医療事務を希望する方でパソコンで文書作成が出来る方１５日間　　第1回(奈良会場)　9:00～16:00　　（水･土・日除く）　　　　　　 　　　　   第2回(高田会場)　9:15～16:00　　（水･土・日・祝日を除く）     １６，５００円　（別途、テキスト代・その他必要）第1回(奈良会場)　奈良しごとiセンター　第2回(高田会場)　エルトピア中和内 高田しごとiセンター講習室　各３６名

○７



    

４４４４    奈良奈良奈良奈良でででで働働働働くくくくフェアフェアフェアフェアのののの開催開催開催開催 

   

 奈良県企業を京阪神地区の総合大学（理工系学部のある大学）の学内で企業説明会を行うことにより、

奈良県内企業の知名度アップと大学との連携を深めることを目的に開催する。 

   

● 事業実施計画 

 

《日程と場所》 

（決定分） 

平成25年6月  7日（金）13時～17時  関西大学(千里山キャンパス) 

平成25年6月 28日（金）13時～17時 近畿大学(東大阪キャンパス) 

     

《対象》 

  開催大学及び京阪神大学の大学生ならびに既卒者  

    

    

５５５５    高田高田高田高田しごとしごとしごとしごとiiiiセンターセンターセンターセンターのののの移転及移転及移転及移転及びびびび高田高田高田高田しごとしごとしごとしごとiiiiセンターセンターセンターセンター内内内内にににに無料職業紹介所無料職業紹介所無料職業紹介所無料職業紹介所のののの新設新設新設新設    

  

 奈良県中南和地域における新たな労働市場の創出に向け、高田しごとiセンターの機能を充実させる

ために、同センターの移転および高田しごとiセンター無料職業紹介所を新設する。 

 奈良しごとiセンター内の無料職業紹介所と協力し、求人・求職のマッチングから県内大学に出向い

た就職サポートまで、総合的な就職支援を実施。 

 

《(新)高田iセンター及び無料職業紹介所 オープン日》 

平成２５年６月３日 

   

 《移転(新設)場所》 

   大和高田市幸町２－３３ 奈良県産業会館３階 

 

    

６６６６    若年者職場実習事業若年者職場実習事業若年者職場実習事業若年者職場実習事業のののの実施実施実施実施    

  

 職業体験に乏しい若者(未就職者及びフリーター)を対象に企業現場での職場実習訓練を実施。 

 実習生受け入れ先の企業を開拓することにより、求人の掘り起こしも併せて行う。 

      

 

８



７７７７    若年者若年者若年者若年者のののの就職支援就職支援就職支援就職支援（（（（ならならならならジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェ事業事業事業事業）））） 
      学生、フリーター等おおむね３５歳未満の求職者（４０代前半までの不安定就労者を含む）を   対象に、就職に向けて支援する「ならジョブカフェ」を設置し、若年者の就職支援を実施。     
平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度    事業計画事業計画事業計画事業計画  （（（（１１１１））））若年者雇用対策推進事業若年者雇用対策推進事業若年者雇用対策推進事業若年者雇用対策推進事業    （（（（奈良県事業奈良県事業奈良県事業奈良県事業））））     事事事事    業業業業    名名名名    ・・・・    事事事事    業業業業    内内内内    容容容容  実実実実                                        施施施施                                    計計計計                    画画画画  ①①①①ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェのののの運営運営運営運営  地域における若年者就業支援のため、情報提供、キャリアカウンセリング、セミナー等を実施する  国・教育関係機関・事業主団体との協議会を開催するなど関係団体との連携を図るとともに、若年者の利用者増加のために、各事業の周知・広報に取り組む 

 ・ジョブカフェ運営協議会  ５月１７日開催 ・キャリアカウンセリング （ビデオde面接チェックを含む） ・ジョブカフェ主催のセミナー   ミニセミナー月２回開催予定（定例）    １テーマ２日間集中セミナー   来所セミナー   出張セミナー ・出張カウンセリング    開催予定   ②②②②ジョブサマースクールジョブサマースクールジョブサマースクールジョブサマースクールのののの開催開催開催開催   高校卒業予定者に対し、働くことの意味を考え、職業意識を身につける機会を提供するため、また、高卒求職者の県内への就職促進を図るため、県内企業の製品展示・説明とキャリアコンサルタント、就職先輩、企業担当者を交えての就職フォーラムを開催   主催 ならジョブカフェ、奈良県教育委員会         奈良労働局・公共職業安定所 
   ６月１１日    奈良県産業会館 開催予定       ③③③③奈良県職員奈良県職員奈良県職員奈良県職員・・・・奈良県警察官採用説明会奈良県警察官採用説明会奈良県警察官採用説明会奈良県警察官採用説明会へのへのへのへの出出出出張張張張カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリングのののの実施実施実施実施    奈良県・奈良県人事委員会が開催する採用説明会で、キャリアコンサルタントによる出張カウンセリングを実施  
                                  １月開催予定     ④④④④就職応援就職応援就職応援就職応援フェアフェアフェアフェア  企業合同説明会に参加する学生・若年者等の求職者に対し、企業合同説明会を効果的に活用するためのセミナーや、就活に関するセミナーを開催し、若年求職者の奈良県内企業への就業支援を強化  
                                 ８月６日  県文化会館 ３月６日    県新公会堂               開催予定  ⑤⑤⑤⑤市町村連携市町村連携市町村連携市町村連携によるによるによるによる相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの拡充拡充拡充拡充  

  市町村主催の就業相談会に、キャリアコンサルタントを派遣して就業相談を実施   奈良市(毎月第３火曜日) 天理市(毎月第２水曜日) 橿原市(毎月第４火曜日) 香芝市(毎月第４金曜日) 御所市(8月~11月の第2木曜日)  葛城市(12月~3月の第2木曜日)  ⑥⑥⑥⑥高卒未就職者就労支援高卒未就職者就労支援高卒未就職者就労支援高卒未就職者就労支援  県教育委員会と連携し、卒業時点で未就職の高校３年生に対して就労支援を実施 
   

 
 ３月実施予定 （就労支援に同意した学生を対象） 
      ⑦⑦⑦⑦情報提供情報提供情報提供情報提供   ジョブカフェの利用者拡大とサービスの向上を図るため、各種セミナーやイベント案内等の情報を発信   ホームページ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、県市町村広報誌、ラジオ、テレビをとおして、ジョブカフェセミナー、各種イベント情報等の提供  ９



    （（（（２２２２））））若年者地域連携事業若年者地域連携事業若年者地域連携事業若年者地域連携事業  （（（（社団法人社団法人社団法人社団法人 奈良経済産業協会受託事業奈良経済産業協会受託事業奈良経済産業協会受託事業奈良経済産業協会受託事業））））   事事事事    業業業業    名名名名    ・・・・    事事事事    業業業業    内内内内    容容容容          実実実実                        施施施施                        計計計計            画画画画          ①①①①若年者若年者若年者若年者のののの採用拡大採用拡大採用拡大採用拡大のためののためののためののための広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発                  県内に事業所を有する企業の採用動向に関する、アンケート調査を実施                                                      年１回実施 ３，０００社発送、７００社回収予定  ②②②②若年者若年者若年者若年者にににに対対対対するするするする企業合同説明会企業合同説明会企業合同説明会企業合同説明会のののの開催開催開催開催           若年求職者、大学生等に対する雇用機会の場を広く広報し、職業選択のミスマッチを防ぐとともに継続的就労の促進とその機会を提供する、企業合同説明会を開催 また、多くの就職機会を提供するため、ミニ企業合同説明会を開催  
  ・企業合同説明会 一般若年者対象  ８月６日  県文化会館 大学生対象    ３月６日  県新公会堂 ・ミニ企業合同説明会 一般若年者対象 ６月､ １月 奈良県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ ９月､１１月 エルトピア奈良                                                       開催予定   ③③③③若年者若年者若年者若年者にににに対対対対するするするする「「「「中小企業職場見学会中小企業職場見学会中小企業職場見学会中小企業職場見学会」」」」のののの開開開開催催催催            自己理解・職業理解に至らず未就労を続ける若年求職者に対し、新たな職業選択の場として、中小企業職場見学会を開催  
   実施対象企業 県内企業及び県外近隣企業 対象者    県内在住若年未就職者 実施日程   ６月～２月の間（随時）               開催予定     ④④④④若年者若年者若年者若年者にににに対対対対するするするする「「「「職場実習機会職場実習機会職場実習機会職場実習機会」」」」のののの確保確保確保確保            若年求職者に対し、実践的職業体験の場を提供し自己理解と職業選択とのマッチングによって、早期就労へと繋げる   
   実施対象企業 県内企業及び県外近隣企業 対象者    県内在住若年未就職者 実施日程   ６月～２月の間（随時）   ※１週間程度   ※１企業１名～３名程度    実施予定   ⑤⑤⑤⑤若年者若年者若年者若年者によるによるによるによる集団的就職活動集団的就職活動集団的就職活動集団的就職活動（（（（就活就活就活就活サロンサロンサロンサロン））））    のののの支援支援支援支援         若年求職者に対し、自主的なグループワーク活動を通じて、自立意識の高揚と適正な自己分析、自己理解、職業理解へと繋げることで、職業選択のミスマッチを防ぎ、早期就労へ導く 
    ５月９日～１２月１２日の毎週木曜日 エルトピア奈良                    実施予定    ⑥⑥⑥⑥フリーターフリーターフリーターフリーター等等等等にににに対対対対するするするする就職支援事業就職支援事業就職支援事業就職支援事業        講習会の開催 ・ジョブクラブ   基礎的職業講座、ワークショップ形式による就職活動力の向上を目指し、受講生を正規雇用としての早期就労に導く  ・就職支援マナー講座 円滑な就職活動と就労後の早期離職の防止に繋げる  
   ・ジョブクラブ 第１期 ６月１４日～７月３日 第２期 ８月１９日～９月２日  計２回 各９日間   エルトピア奈良 ・就職支援マナー講座 １０月１６日、１２月１１日  エルトピア奈良             開催予定 
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    事事事事    業業業業    名名名名    ・・・・    事事事事    業業業業    内内内内    容容容容                 実実実実                                施施施施                            計計計計            画画画画          ⑦⑦⑦⑦年長年長年長年長フリーターフリーターフリーターフリーター等等等等にににに対対対対するするするする就職支援事業就職支援事業就職支援事業就職支援事業     「「「「しごとしごとしごとしごと塾塾塾塾」」」」のののの開設開設開設開設  年長フリーターに対し、継続的支援を行いながら、仕事理解、職業理解を促し、就職スキルを高めることによって、早期就業へと導く  応募書類の作成、面接対策、簿記講座、コミュニケーション、ビジネスマナー等のテーマで実施  
 
 
 
 １０月４日～１１月５日 エルトピア奈良 定員１５名               開催予定     ⑧⑧⑧⑧就職内定者就職内定者就職内定者就職内定者にににに対対対対するするするする講習会講習会講習会講習会のののの開催開催開催開催        新入社員を対象に、社会人生活に入る前に社会人としての基礎力を高め、早期離職を防ぐ   コミュニケーション能力、学生と社会人の相違・マナー等のテーマについて開催 
 １月２３日 県南部会場       奈良県福祉総合ｾﾝﾀｰ １月２４日 県北部会場       エルトピア奈良 定員 各３５名            開催予定   ⑨⑨⑨⑨職場定着職場定着職場定着職場定着講習会講習会講習会講習会のののの開催開催開催開催   若年労働者の早期離職を防止するために、継続就業の必要性を理解し、職場への定着を目指す 

  仕事の進め方の要点とコツ、ビジネスマナー等をテーマに開催  
  ９月 （入社３年目）  県北部会場、県南部会場 １０月（入社１年目）  県北部会場、県南部会場 定員 各３５名            開催予定   ⑩⑩⑩⑩近畿圏近畿圏近畿圏近畿圏ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェ相互間相互間相互間相互間のののの交流会交流会交流会交流会のののの開催開催開催開催  同一経済圏における各地域が連携し、カウンセラー、担当者による交流会及び意見交換会を開催   参加地域 大阪府、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県 開催場所 大阪府             開催予定 

 ⑪⑪⑪⑪高校中退者高校中退者高校中退者高校中退者にににに対対対対するするするする就職支援事業就職支援事業就職支援事業就職支援事業［［［［新規新規新規新規］］］］ 
 高校中退者に対し、自己理解、職業理解等の講座及び職場見学会を実施  また、関係機関との連携を深め、効果的な支援を実施するために「高校中退者就職支援会議」を開催 

 職場見学  対象企業 県内企業及び県外近隣企業  日程   ７月、１０月、１２月  定員   各１０名 高校中退者就職支援会議   ５月、１１月 エルトピア奈良  参加者     (社)奈良経済産業協会、   奈良しごとiセンター、   奈良県教育委員会、その他関係機関                              開催予定 

    
 ⑫⑫⑫⑫近畿圏近畿圏近畿圏近畿圏ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェ連携企業合同説明会連携企業合同説明会連携企業合同説明会連携企業合同説明会   同一経済圏における各地域が連携し、職業選択のミスマッチ解消のために合同説明会を開催   １２月上旬 大阪府で開催 参加地域 大阪府、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県                             開催予定  
 ⑬⑬⑬⑬サービスサービスサービスサービス向上等向上等向上等向上等のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの実施実施実施実施  ［［［［新規新規新規新規］］］］  若年者等の採用拡大の効果的な就職支援のためのアンケート調査に加えて、各事業の参加者及び参加企業に対してアンケート調査を実施 

   対象  全事業 参加者 求職者及び企業                             開催予定 
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ⅣⅣⅣⅣ　　　　平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度　　　　業務実績業務実績業務実績業務実績 　 1 　1 　1 　1　　　　相談業務 実績相談業務 実績相談業務 実績相談業務 実績　（　（　（　（１１１１））））平成平成平成平成24242424年度 年 間相談件数年度 年 間相談件数年度 年 間相談件数年度 年 間相談件数 3,211 2,403 5,614 6,549 85.72%求　職 1,024 1,445 2,469 3,856 64.03%求　人 452 486 938 1,135 82.64%264 1,675 1,939 2,705 71.68%175 1,992 2,167 3,775 57.40%102 165 267 546 48.90%557 552 1,109 1,849 59.98%5,785 8,718 14,503 20,415 71.04%3,211 2,403 5,614 6,549 85.72%情報提供 1,273 1,702 2,975 4,478 66.44%あっせん 203 229 432 513 84.21%受講指導 234 1,545 1,779 2,563 69.41%受講　 30 130 160 142 112.68%175 1,992 2,167 3,775 57.40%102 165 267 546 48.90%557 552 1,109 1,849 59.98%5,785 8,718 14,503 20,415 71.04%263 252 515 1,009 51.04%

23 年度件　数 対 前年度比区　　　　分 奈　良 高　田 合　計

インターネット検索利用者数
措置件数

合　　　　　計就　職　指　導

合　　　　　計
技術講習・セミナージョブカフェへカウンセリング

就　　　　　職相談件数

そ　　の　　他

内職技術講習・セミナーそ　　の　　他
内職

ジョブカ フェへの問い合わせカウンセリング

ｶｳ ﾝｾﾘﾝｸ ﾞ3%平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度　　　　相談内容相談内容相談内容相談内容
就 職32%内 職24%技 術 講 習 ・セ ミナ ー   1 3%

そ の 他9%ジョブカフ ェへ 19% 総 相 談 件 数20,415件 05 0 01 ,0 0 01 ,5 0 02 ,0 0 02 ,5 0 03 ,0 0 03 ,5 0 0 奈良高田奈良奈良奈良奈良・・・・高田相談件数比較高田相談件数比較高田相談件数比較高田相談件数比較件
就職 内職 ジ ョブカフ ェへ カウ ンセリ ング その他技術講習・セミナー１2



（（（（２２２２））））平成平成平成平成２４２４２４２４年 度年 度年 度年 度　　　　月別相談件数月別相談件数月別相談件数月別相談件数23年 度件数 2 3年度件数対前年度比 対前年度比1,107 89941.5% 72.2%1,012 90655.6% 78.0%1,061 1,27147.1% 52.2%967 80054.3% 99.4%988 82261.4% 76.8%882 75256.9% 114.0%818 87663.1% 116.3%738 82563.1% 86.9%638 51157.5% 95.1%648 69166.4% 96.8%585 1,18078.6% 72.7%612 82663.7% 80.6%計 3,990 1,795 5,785 10,056 4,709 4,009 8,718 10,359 14,503構 成 比 27.5% 12.4% 39.9% 32.5% 27.6% 60.1% 100%

1,3591,238
717
631

1,1831,019857
345 486229 1,535262257324 669
576

1,0561,3181,099853
311344

666339 858550 308
455

327
443513

合 　計(a )+ (b )
795354

1,108
1,3201,1641,270318 707664６ 月 331 649302 405500 356７ 月

奈　　　　　良来所 電話 計(a)
134366 168357８ 月９ 月

303 156386 177 ４ 月５ 月
162445

高　　　　 　田来所 電話 計(b )

390120270

459

460165295 430131299
１０ 月
３ 月２ 月 １ 月１２ 月１１ 月 367143224 466133333 516168348 502138364 607525563 441308320
月区分

02004006008001 ,0001 ,2001 ,4001 ,6001 ,800
２４年　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月２５年　１月 ２月 ３月

ダ イ ヤ ル来 所
平成平成平成平成 ２４２４２ ４２ ４年度月別相談件数年度月別相談件数年度月別相談件数年度月別相談件数件
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（（（（３３３３）　）　）　）　平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度　　　　内職内職内職内職あっせんあっせんあっせんあっせん職種別内訳人数職種別内訳人数職種別内訳人数職種別内訳人数4～9月 10～3月 計(a) 4～9月 10～3月 計(b)シール貼り、袋詰めなど一般的な手内職 32 26 58 89 56 145 203 290 70.00%洋裁・和裁 0 0 0 0 3 3 3 7 42.86%下着身の廻り品加工 （靴下加工・衣料品たたみなど） 0 1 1 25 14 39 40 79 50.63%その他繊維二次製品加工　（ミシン・縫製・手芸） 34 22 56 17 12 29 85 102 83.33%電気機械器具加工 0 3 3 8 2 10 13 17 76.47%紙製品､印刷製品加工 54 27 81 2 0 2 83 1 8300.00%事務的なこと　（採点補助事務等） 0 4 4 1 0 1 5 17 29.41%計 120 83 203 142 87 229 432 513 84.21%

奈　　　　　良 高　　　　　田 対前年度比合　計(a)+(b) 23年度件　数内　職　職　種

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度　　　　内職内職内職内職あっせんあっせんあっせんあっせん職種職種職種職種

その他繊維二次製品加工　（ミシン・縫製・手芸）19.7%
電気機械器具加工 3%紙製品､印刷製品加工,        19.2% 事務的なこと　（採点補助事務等）1.1%

洋裁・和裁0.7%下着身の廻り品加工 （靴下加工・衣料品たたみなど）9.3%
シール貼り、袋詰め など一般的な手内職 47.0%

１4









２２２２　　　　技術講習実績技術講習実績技術講習実績技術講習実績パソコンパソコンパソコンパソコン講習講習講習講習 （３回）（１回）  計：６回実施医療事務講習医療事務講習医療事務講習医療事務講習 （２回） ※ ※定員 応募者 競争率 受講者 修了者 就業者 就業率A B B／A C D E E/D 受験者Ｆ合格者Ｇ 合格率Ｇ／F奈良 医 療 事 務 8/22～9/11 36 55 1.5 36 32 25 78% 32 20 63%入 門 7/3～7/12 24 38 1.6 24 24 16 67% ― ― ―入 門 9/19～9/28 24 28 1.2 24 23 12 52% ― ― ―入 門 2/5～2/15 24 31 1.3 24 24 9 38% ― ― ―エ ク セ ル 2/19～3/6 24 26 1.1 24 23 10 43% 23 20 87%医 療 事 務10/25～11/14 36 86 2.4 36 36 16 44% 34 25 74%合計  　 168 264 ― 168 162 88 54% 89 65 ―※就業者、就業率は、講習後３か月後と６か月後の電話による動向調査の数値である。(H25.5末現在）◎◎◎◎　　　　技術講習受講生技術講習受講生技術講習受講生技術講習受講生にににに対対対対してしてしてして受講期間中受講期間中受講期間中受講期間中にににに就業支援就業支援就業支援就業支援セミナーセミナーセミナーセミナーをををを実施実施実施実施
場場場場　　　　　　　　所所所所

高田

奈　　良
高　　田 23129１１月１３日（火）　平成２５年２月１５日（水）　３月　６日（水）

平成２４年 ９月１１日 (火) 参加人数参加人数参加人数参加人数((((名名名名))))

検　　　　　定

　平成２４年 ７月１２日（木）　９月２７日（木）
実実実実　　　　　　　　施施施施　　　　　　　　日日日日

2423小　　　　　計
160合　　　　　　　計

31
3531小　　　　　計 24

区分 講習会名 期　　　間
入 門 コ ー スエ クセ ルコ ース
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３３３３    若年者若年者若年者若年者のののの就職支援就職支援就職支援就職支援（（（（ならならならならジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェ事業事業事業事業）））） （（（（１１１１））））若年者雇用対策推進事業若年者雇用対策推進事業若年者雇用対策推進事業若年者雇用対策推進事業    （（（（奈良県事業奈良県事業奈良県事業奈良県事業）））） 事事事事    業業業業    名名名名    ・・・・    事事事事    業業業業    内内内内    容容容容     実実実実                        施施施施                        計計計計        画画画画          ①①①①ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェのののの運営運営運営運営  地域における若年者就業支援のため、情報提供、キャリアカウンセリング、セミナー等を実施する  国・教育関係機関・事業主団体との協議会を開催するなど関係団体との連携を図るとともに、若年者の利用者増加のために、各事業の周知・広報に取り組む 
 ・ジョブカフェ運営協議会 ５月１８日開催 ・キャリアカウンセリング   ２，３５８名  (ビデオde面接チェック[新規]を含む) ・ジョブカフェ主催のセミナー   ミニセミナー         ２４回２０６名    ２日間集中セミナー     ７回 ４２名   来所セミナー           １回    ９名   出張セミナー           ６回１９２名 ・出張カウンセリング     ９回１３１名  ②②②②ジョブサマースクールジョブサマースクールジョブサマースクールジョブサマースクールのののの開催開催開催開催   高校卒業予定者に対し、働くことの意味を考え、職業意識を身につける機会を提供するため、また、高卒求職者の県内への就職促進を図るため、県内企業の製品展示・説明とキャリアコンサルタント、就職先輩、企業担当者を交えての就職フォーラムを開催   主催 ならジョブカフェ、奈良県教育委員会         奈良労働局・公共職業安定所 
  ６月１２日    県橿原文化会館  ４４５名  生徒             ３２４名  保護者             ４６名  教諭               ３８名  パネラー             ４名  行政関係者等       ３３名   ③③③③奈良県職員奈良県職員奈良県職員奈良県職員・・・・奈良県警察官採用説明会奈良県警察官採用説明会奈良県警察官採用説明会奈良県警察官採用説明会へのへのへのへの出出出出張張張張カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリングのののの実施実施実施実施    奈良県・奈良県人事委員会が開催する採用説明会で、キャリアコンサルタントによる出張カウンセリングを実施  
   １月１１日 県文化会館 １９名 （説明会参加者 ３０６名）   ④④④④就職応援就職応援就職応援就職応援フェアフェアフェアフェア  企業合同説明会に参加する学生・若年者等の求職者に対し、企業合同説明会を効果的に活用するためのセミナーや、就活に関するセミナーを開催し、若年求職者の奈良県内企業への就業支援を強化  
                                 ７月２７日 県文化会館       ２８３名  合説活用セミナー ２１０名  就活実践セミナー    ７３名 ３月６日    県新公会堂       ６２６名  合説活用セミナー  ５５０名  就活実践セミナー    ７６名   ⑤⑤⑤⑤市町村連携市町村連携市町村連携市町村連携によるによるによるによる相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの拡充拡充拡充拡充  

  市町村主催の就業相談会に、キャリアコンサルタントを派遣して就業相談を実施   奈良市(毎月第３火曜日)        ２１名 天理市(毎月第２水曜日)        １６名 橿原市(毎月第４火曜日)        ４８名 香芝市(毎月第４金曜日)       １３名 葛城市                        ８名 五條市                        ２名 御所市                        ７名  ⑥⑥⑥⑥高卒未就職者就労支援高卒未就職者就労支援高卒未就職者就労支援高卒未就職者就労支援  県教育委員会と連携し、卒業時点で未就職の高校３年生に対して就労支援を実施   
 
 ２月１４日 事前説明会 ３４名 就労支援者数 １１名     ⑦⑦⑦⑦情報提供情報提供情報提供情報提供   ジョブカフェの利用者拡大とサービスの向上を図るため、各種セミナーやイベント案内等の情報を発信  ホームページアクセス数１１５，３０９件 （月平均 ９，６０９件） Facebookの立ち上げ[新規] ジョブカフェセミナー、各事業広報依頼  県・市町村広報誌    １１０回掲載   テレビ、ラジオ、新聞      １０回掲載 １９



（（（（２２２２））））若年者地域連携事業若年者地域連携事業若年者地域連携事業若年者地域連携事業  （（（（社団法人社団法人社団法人社団法人 奈良経済産業協会受託事業奈良経済産業協会受託事業奈良経済産業協会受託事業奈良経済産業協会受託事業））））  事事事事    業業業業    名名名名    ・・・・    事事事事    業業業業    内内内内    容容容容          実実実実                                施施施施                            計計計計            画画画画          ①①①①若年者若年者若年者若年者のののの採用拡大採用拡大採用拡大採用拡大のためののためののためののための広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発                  県内に事業所を有する企業の採用動向に関する、アンケート調査を実施                                                      年１回 ２，６９１発送、６６６社回収 回収率 ２４．７％  ②②②②若年者若年者若年者若年者にににに対対対対するするするする企業合同説明会企業合同説明会企業合同説明会企業合同説明会のののの開催開催開催開催           若年求職者、大学生等に対する雇用機会の場を広く広報し、職業選択のミスマッチを防ぐとともに継続的就労の促進とその機会を提供する、企業合同説明会を開催 また、多くの就職機会を提供するため、ミニ企業合同説明会を開催  
 企業合同説明会  ７月２７日  県文化会館  （一般若年者対象）                        ３７１名  ３月 ６日  県新公会堂  （大学生対象）         ８７９名 ミニ企業合同説明会（一般若年者対象）  ６月１８日  エルトピア奈良  １０９名  １０月１７日 エルトピア中和    ７９名  １月１７日  エルトピア奈良    ５１名   ③③③③若年者若年者若年者若年者にににに対対対対するするするする「「「「中小企業職場見学会中小企業職場見学会中小企業職場見学会中小企業職場見学会」」」」のののの開催開催開催開催            自己理解・職業理解に至らず未就労を続ける若年求職者に対し、新たな職業選択の場として、中小企業職場見学会を開催  
  実施対象企業 県内企業及び県外近隣企業 対象者    県内在住若年未就職者 １０月２４日 事前説明会  ６名      ④④④④若年者若年者若年者若年者にににに対対対対するするするする「「「「職場実習機会職場実習機会職場実習機会職場実習機会」」」」のののの確保確保確保確保            若年求職者に対し、実践的職業体験の場を提供し自己理解と職業選択とのマッチングによって、早期就労へと繋げる  
 実施対象企業 県内企業及び県外近隣企業  対象者    県内在住若年未就職者 １２月１０日 ２名 ３月２２日  ４名   ⑤⑤⑤⑤若年者若年者若年者若年者によるによるによるによる集団的就職活動集団的就職活動集団的就職活動集団的就職活動（（（（就活就活就活就活サロンサロンサロンサロン））））    のののの支援支援支援支援         若年求職者に対し、自主的なグループワーク活動を通じて、自立意識の高揚と適正な自己分析、自己理解、職業理解へと繋げることで、職業選択のミスマッチを防ぎ、早期就労へ導く 
    ６月２８日～１２月１３日の毎週木曜日   エルトピア奈良  １６５名   ⑥⑥⑥⑥フリーターフリーターフリーターフリーター等等等等にににに対対対対するするするする就職支援事業就職支援事業就職支援事業就職支援事業    講習会の開催[新規] ・ジョブクラブ   基礎的職業講座、ワークショップ形式による就職活動力の向上を目指し、受講生を正規雇用としての早期就労に導く  ・就職支援マナー講座 円滑な就職活動と就労後の早期離職の防止に繋げる  
   ジョブクラブ  第１期 ６月２０日～７月 ２日 １３名  第２期 ９月 ４日～９月１５日 １２名  エルトピア奈良（計２回 各９日間実施）  就職支援マナー講座  ９月１９日 エルトピア奈良  １２名  １２月６日 エルトピア奈良    １１名   ⑦⑦⑦⑦年長年長年長年長フリーターフリーターフリーターフリーター等等等等にににに対対対対するするするする就職支援事業就職支援事業就職支援事業就職支援事業     「「「「しごとしごとしごとしごと塾塾塾塾」」」」のののの開設開設開設開設  年長フリーターに対し、継続的支援を行いながら、仕事理解、職業理解を促し、就職スキルを高めることによって、早期就業へと導く  応募書類の作成、面接対策、簿記講座、コミュニケーション、ビジネスマナー等のテーマで実施 
   
 
 ５月７日～６月２日エルトピア奈良１０名 
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 事事事事    業業業業    名名名名    ・・・・    事事事事    業業業業    内内内内    容容容容          実実実実                                施施施施                            計計計計            画画画画         
    

⑧⑧⑧⑧就職内定者就職内定者就職内定者就職内定者にににに対対対対するするするする講習会講習会講習会講習会のののの開催開催開催開催    

    新入社員を対象に、社会人生活に入る前に社会人としての基礎力を高め、早期離職を防ぐ   コミュニケーション能力、学生と社会人の相違・マナー等のテーマについて開催 
   ３月 ７日、 ８日  県文化会館       ３９名 ３月１４日、１５日  県社会福祉総合センター  ５３名  

⑨⑨⑨⑨職場定着職場定着職場定着職場定着講習会講習会講習会講習会のののの開催開催開催開催   若年労働者の早期離職を防止するために、継続就業の必要性を理解し、職場への定着を目指す 
  仕事の進め方の要点とコツ、ビジネスマナー等をテーマに開催  

   ８月２２日 県産業会館  ４０名 ８月２９日 県文化会館   ３５名  
⑩⑩⑩⑩近畿圏近畿圏近畿圏近畿圏ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェ相互間相互間相互間相互間のののの交流会交流会交流会交流会のののの開催開催開催開催  同一経済圏における各地域が連携し、カウンセラー、担当者による交流会及び意見交換会を開催   参加地域  大阪府、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、  奈良県、和歌山県、三重県 開催場所 大阪府 
 
⑪⑪⑪⑪近畿圏近畿圏近畿圏近畿圏ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェ連携企業合同説明会連携企業合同説明会連携企業合同説明会連携企業合同説明会   同一経済圏における各地域が連携し、職業選択のミスマッチ解消のために合同説明会を開催   １２月４日 マイドームおおさか  奈良県企業ブースへの参加者 １５１名  （説明会参加者 １，８９１名）  ジョブカフェ・無料職業紹介所ブース ２８名  参加地域  大阪府、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、  奈良県、和歌山県、三重県 
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